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1.1.1.1.生活の中にあるネオニコチノイド生活の中にあるネオニコチノイド生活の中にあるネオニコチノイド生活の中にあるネオニコチノイド    

私たちの身の回りにあるネオニコチノイド系化学物質（ネオニコチノイド 7 種＋フィプロニル）含有製品について、品名リス

トをまとめました。農薬のほか、家畜やペット用の薬品や、家庭用の殺虫剤、害虫駆除専門業者の使用する殺虫剤にも、

ネオニコチノイド系化学物質は含有されています。 

 

（（（（1111））））農薬農薬農薬農薬に使用されるネオニコチノイドに使用されるネオニコチノイドに使用されるネオニコチノイドに使用されるネオニコチノイド系化学物質系化学物質系化学物質系化学物質    

農薬は、「農薬取締法」に基づき、農林水産大臣の登録を受けないと製造・販売・使用できません。登録に際しては、作

物への残留や環境への影響を審査し、使用範囲や使用方法などが定められています。 

 

「農薬」というと、農作物への使用がまず思い浮かびますが、山林や防風林や街路樹（マツなど）、ゴルフ場（芝）、家庭園

芸（花卉や野菜）に使用される殺虫剤なども、農薬取締法で登録される農薬に該当します。 

 

ここでは、2013 年 2 月 13 日時点の登録農薬のうち、ネオニコチノイド 7 種とフィプロニルを含有する農薬をリスト化しまし

た。 
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト

■製品名五十音順■製品名五十音順■製品名五十音順■製品名五十音順
(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

フィプロニル 22220
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

ＢＡＳＦ　Ｄｒ．オリゼプ
リンスエース粒剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2014/8/5 2008/8/6

フィプロニル 21045
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

ＢＡＳＦデラウスプリンス粒剤
０６

ＢＡＳＦジャパン
㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2015/4/7 2003/4/8

フィプロニル 21062
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

ＢＡＳＦデラウスプリンス粒剤
１０

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2015/4/21 2003/4/22

フィプロニル 21110
フィプロニル・トリシ
クラゾール粒剤

ＢＡＳＦビームプリンス粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2012/11/4 2003/11/5

ジノテフラン 22068
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ＢＡＳＦビルダープリンスス
タークル粒剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22068
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ＢＡＳＦビルダープリンスス
タークル粒剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22275
ピメトロジン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ＢＡＳＦビルダープリンス
チェス粒剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/8

フィプロニル 22025
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

ＢＡＳＦプリンスオリゼメート嵐
５粒剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/15

フィプロニル 22760 フィプロニル粒剤 ＢＡＳＦプリンス粒剤 ＢＡＳＦジャパン 1.00% 稲(箱育苗)/キャベツ/ブロッコリー 2013/8/3 2010/8/4

ジノテフラン 22108
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

ＢＡＳＦ嵐スタークル箱粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱社

2.00% 稲(箱育苗) 2014/2/5 2008/2/6

ジノテフラン 21885
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

ＢＡＳＦ嵐スタークル粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.67% 稲 2013/2/6 2007/2/7

クロチアニジン 21749
クロチアニジン・オ
リサストロビン粒剤

ＢＡＳＦ嵐ダントツ箱粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16

イミダクロプリド 20878
イミダクロプリド・ス
ピノサド・カルプロ
パミド粒剤

ＤＡＳウィンアドマイヤースピノ
箱粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 2002/8/29 2008/8/29

イミダクロプリド 21493
イミダクロプリド・ト
リシクラゾール粒

ＤＡＳパワーリード箱粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 20197
イミダクロプリド・ト
リシクラゾール粒

ＤＡＳビームアドマイヤー粒剤 ダウケミカル 2.00% 稲(箱育苗) 2014/6/30 1999/6/29

フィプロニル 21019
フィプロニル・チフ
ルザミド・プロベナ
ゾール粒剤

ＤＡＳビルダープリンスグレー
タム粒剤

日産化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/2/24 2003/2/25

イミダクロプリド・ス
イミダクロプリド 21509

イミダクロプリド・ス
ピノサド・チアジニ
ル粒剤

ＤＡＳブイゲットアドマイヤース
ピノ箱粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/5/31 2005/6/1

イミダクロプリド 20684
イミダクロプリド・メ
トキシフェノジド・ペ
ンシクロン粉剤

ＤＡＳモンセレンランナーＡＤ
粉剤ＤＬ

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 2001/8/30 2010/8/30

イミダクロプリド 21482
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼアドマイヤー箱粒
剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

ジノテフラン 22416
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2015/7/21 2009/7/22

ジノテフラン 20833
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 23076
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤
ＯＳ

三井化学アグロ
㈱

12.00% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

クロチアニジン 21494
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼダントツ箱粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 21273
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンスアドマイ
ヤー粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

フィプロニル 21273
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンスアドマイ
ヤー粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

フィプロニル 22218
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンスエー
ス粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2014/8/5 2008/8/4

フィプロニル 20007
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤１０
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/15

フィプロニル 21263
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤１０Ｈ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2004/4/5

フィプロニル 20010
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/15

フィプロニル 21265
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６Ｈ 明治製菓㈱ ― ― 2004/4/7 2010/4/7

アセタミプリド 22952

アセタミプリド・フェ
ンプロパトリン・チ
オファネートメチル
水和剤

ＧＦモストップジンＲスプレー 住友化学園芸㈱ 0.01%
きゅうり/なす/トマト/花き類･観葉植
物

2014/8/2 2011/8/3

イミダクロプリド 21967
イミダクロプリド液
剤

ＨＪブルースカイＡＬ
㈱　ハイポネック
ス　ジャパン

0.01%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2013/5/22 2007/5/23

イミダクロプリド 22047
イミダクロプリド粒
剤

ＨＪブルースカイ粒剤
㈱　ハイポネック
ス　ジャパン

0.50%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2013/10/30 2007/10/31
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ジノテフラン 22660

クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・プロベナゾール
粒剤

ＭＩＣビルダーフェルテラス
タークル箱粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22993
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・チアジニル粒

ＭＩＣブイゲットフェルテラス
タークル粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/10/25 2011/10/26

イミダクロプリド 21800
イミダクロプリド液
剤

アースガーデンＣ アース製薬㈱ 0.01%
花き類･観葉植物/ポインセチア/つつ
じ類

2015/10/3 2006/10/4

イミダクロプリド 21340
イミダクロプリドエ
アゾル

アースガーデンＱ アース製薬㈱ 0.03% きく、デージー、ばら、ゆり 2013/8/12 2004/8/13

チアメトキサム 21869
チアメトキサム液
剤

アクタラＡＬ
シンジェンタ
ジャパン㈱

0.01%

えだまめ、だいず/きゅうり/なす/トマト
/ピーマン/キャベツ/かんきつ/うめ/
花き類･観葉植物/ポインセチア/つつ
じ類

2013/1/23 2007/1/24

チアメトキサム 22402
チアメトキサム水
和剤

アクタラフロアブル
シンジェンタ
ジャパン㈱

21.40% 稲 2015/7/1 2009/7/2

チアメトキサム 20674
チアメトキサム粒
剤

アクタラ箱粒剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/8/21 2001/8/22

チアメトキサム 20673
チアメトキサム粒
剤

アクタラ粒剤５
シンジェンタ
ジャパン㈱

0.50%

きゅうり/なす/トマト/ミニトマト/ピーマ
ン/とうがらし類/カリフラワー/ブロッコ
リー/キャベツ/はくさい/すいか/いち
ご/メロン/レタス/非結球レタス/かん
しょ/さといも/ばれいしょ/ねぎ/わけぎ
/あさつき/こまつな/チンゲンサイ/セ
ルリー/かんきつ(苗木)/れんこん/だ
いこん/こんにゃく/ほうれんそう/のざ
わな/せり/つつじ類/げっきつ/花き

2013/8/21 2001/8/22

チアメトキサム 20672
チアメトキサム水
溶剤

アクタラ顆粒水溶剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

10.00%

なし/もも/おうとう/りんご/小粒核果
類/ぶどう/かき/いちじく/マンゴー/ア
セロラ/バナナ/グアバ(果実)/かんき
つ/かんきつ(苗木)/きゅうり/メロン/す
いか/にがうり/食用へちま/トマト/ミニ
トマト/なす/ピーマン/とうがらし類/
キャベツ/はくさい/ブロッコリー/カリフ
ラワー/だいこん/非結球あぶらな科葉
菜類/ねぎ/わけぎ/ばれいしょ/未成
熟とうもろこし/だいず、えだまめ/いん
げんまめ/さやいんげん/エンサイ/オ
クラ/レタス/しそ/うこぎ/セージ/にら/
モロヘイヤ、アスパラガス/ほうれんそ
う/みょうが(花穂、茎葉)/てんさい/茶/
花き類･観葉植物/きく/つつじ類

2013/8/21 2001/8/22

フィプロニル 10229
カルボスルファン・
フィプロニル粒剤

アグロスガゼットプリンス粒剤 住友化学㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25
フィプロニル粒剤

フィプロニル 19562
カルボスルファン・
フィプロニル粒剤

アグロスギャング粒剤 住友化学㈱ ― ― 1997/3/24 2012/3/24

フィプロニル 20282
フィプロニル・フラ
メトピル粒剤

アグロスプリンスリンバー箱
粒剤

住友化学㈱ ― ― 1999/12/10 2005/4/19

ジノテフラン 21024
ジノテフラン・フェノ
キサニル粉剤

アチーブスタークル粉剤ＤＬ 日本農薬㈱ 0.35% 稲 2015/2/24 2003/2/25

イミダクロプリド 18218
イミダクロプリド粒
剤

アドマイヤー１粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.00%

稲/かんきつ(苗木)/豆類(種実)/豆類
(未成熟)/きゅうり/ズッキーニ/すいか
/メロン/かぼちゃ/にがうり/まくわうり/
トマト、ミニトマト/ピーマン、とうがらし
類/なす/わけぎ、あさつき/ねぎ/はく
さい/キャベツ/ブロッコリー/レタス/だ
いこん/非結球あぶらな科葉菜類/な
ばな類/ほうれんそう、かぶ/ごぼう/い
ちご/パセリ/こんにゃく/さといも、さと
いも(葉柄)、ばれいしょ/れんこん/か
んしょ/やまのいも/やまのいも(むか
ご)/にら/じゅんさい/花き類･観葉植
物/ポインセチア/樹木類/たばこ

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 22132
イミダクロプリド粒
剤

アドマイヤーＣＲ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.50%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2014/3/4 2008/3/5

イミダクロプリド 18562
イミダクロプリド水
和剤

アドマイヤーフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.00%

びわ/なし/もも/あんず/ぶどう/かん
きつ/キウイフルーツ/いちょう(種子)/
アセロラ/ピタヤ/とうもろこし/ヤング
コーン/アマランサス(茎葉)/キノア/
キャベツ/はくさい/ブロッコリー/畑わ
さび/わさび/だいこん/非結球あぶら
な科葉菜類/非結球メキャベツ、メキャ
ベツ、非結球レタス/レタス/葉ごぼう/
ごぼう/ほうれんそう/ふだんそう、エン
ダイブ/ねぎ/わけぎ、あさつき/モロヘ
イヤ/くわい/れんこん/せり科葉菜類/
せり科葉菜類/きゅうり/メロン/なす/
かぼちゃ/ズッキーニ/すいか/ピーマ
ン/トマト、ミニトマト/オクラ/しそ科葉
菜類/しそ(花穂)/ふき/ふき(ふきのと
う)/アスパラガス/やなぎたで/未成熟
そらまめ/はまぼうふう(葉)/さんしょう
(葉)/食用さくら(葉)/食用プリムラ/食
用ぎく/きく(葉)/花き類･観葉植物/つ

2014/12/23 1993/12/24
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イミダクロプリド 18211
イミダクロプリド水
和剤

アドマイヤー水和剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

10.00%

りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶどう/
かき/うめ、すもも/くり/マンゴー/稲/
稲(箱育苗)/ばれいしょ/きゅうり/すい
か/メロン/にがうり/トマト/なす/ピー
マン/てんさい/茶/たばこ/ぶどう/湛

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18213
イミダクロプリド粒
剤

アドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18221
イミダクロプリド粉
剤

アドマイヤー粉剤ＤＬ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.25%
稲/れんこん/水田作物､畑作物(休耕
田)

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 20342
イミダクロプリド水
和剤

アドマイヤー顆粒水和剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

50.00%

稲(箱育苗)/小麦/かんきつ/げっきつ/
りんご/うめ、すもも/なし/もも/ネクタ
リン/ぶどう/かき/マンゴー/パッション
フルーツ/アテモヤ/なす/ピーマン、と
うがらし類/トマト、ミニトマト/きゅうり/
すいか/ズッキーニ/メロン/うり類(漬
物用)/にがうり/なばな/とうもろこし/
ばれいしょ/さといも(葉柄)/さといも/
てんさい/みょうが(花穂、茎葉)/すい
ぜんじな/かんしょ/にんじん/みしまさ
いこ/豆類(未成熟)/やまのいも/ねぎ/
はくさい/キャベツ/レタス/豆類(種
実)/ほうれんそう/かぶ/たまねぎ/み
つば/かぼちゃ/アスパラガス/こん
にゃく/茶/きく/乾田直播水稲/湛水直
播水稲

2015/4/19 2000/4/20

ジノテフラン 23074 ジノテフラン粒剤 アトラクトン箱粒剤 三井化学アグロ 12.00% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

チアメトキサム 22050
チアメトキサム液
剤

アトラック液剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

4.00%
さくら/けやき/まつ/ヤシ/デイゴ/プラ
タナス

2013/11/13 2007/11/14

ジノテフラン 22546
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

アプライスタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

フィプロニル 22039
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

アプライプリンス粒剤１０
 

日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/30 2007/10/29

フィプロニル 22040
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

アプライプリンス粒剤６ 日本農薬㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2013/10/30 2007/10/29

イミダクロプリド 21706
イミダクロプリド液
剤

アブラムシムシＡＬ
レインボー薬品
㈱

0.01%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2015/5/9 2006/5/10

ジノテフラン 22662
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン水和剤

アプロードスタークルゾル 日本農薬㈱ 9.00% 稲 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22784
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・フルト
ラニル粉剤

アプロードモンカットス
タークルＦ粉剤ＤＬ

日本農薬㈱ 0.35% 稲 2013/8/24 2010/8/25

ジノテフラン 20832
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

アベンティスオリブライトス
タークル１キロ粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2002/4/26 2005/4/26

フィプロニル 20369
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

アベンティスデラウスプリンス
粒剤０６

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2000/4/28 2004/9/30フィプロニル 20369
ロシメット粒剤 粒剤０６

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2000/4/28 2004/9/30

フィプロニル 20732
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

アベンティスデラウスプリンス
粒剤１０

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2000/4/28 2004/9/30

フィプロニル 20713
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

アベンティスビルダープリンス
粒剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/11/18 2001/11/18

チアメトキサム 22403
チアメトキサム・ア
ゾキシストロビン水
和剤

アミスターアクタラＳＣ
シンジェンタ
ジャパン㈱

6.50% 稲 2015/7/1 2009/7/2

イミダクロプリド 20146
イミダクロプリド・ア
ゾキシストロビン粒
剤

アミスターアドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1999/1/14 2009/12/3

フィプロニル 19968
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

アミスタープリンス粒剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/25

ジノテフラン 20809 ジノテフラン粒剤 アルバリン箱粒剤
アグロ　カネショ
ウ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20815 ジノテフラン粉剤 アルバリン粉剤ＤＬ
アグロ　カネショ
ウ㈱

0.50%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑作
物(休耕田)

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20806 ジノテフラン粒剤 アルバリン粒剤
アグロ　カネショ
ウ㈱

1.00%

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり/
メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキーニ/
なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/とう
がらし類/とうがらし(葉)/キャベツ/はく
さい/ブロッコリー/レタス、非結球レタ
ス/ねぎ/にんじん/だいこん/非結球
あぶらな科葉菜類、かぶ/なばな類、
ほうれんそう/いちご/かんきつ(苗木)/
くわい/オクラ/さやえんどう/食用ぎく/
しゅんぎく/だいず/茶/花き類･観葉植
物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24
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ジノテフラン 20812
ジノテフラン水溶
剤

アルバリン顆粒水溶剤
アグロ　カネショ
ウ㈱

20.00%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/
なし/かき/マンゴー/小粒核果類/ぶ
どう/かんきつ/あけび(果実)/キウイフ
ルーツ/びわ/かんきつ(苗木)/ばれい
しょ/かんしょ/ピーマン/トマト、ミニト
マト/なす/とうがらし類/かぼちゃ、
ズッキーニ/きゅうり/すいか/まくわう
り/メロン/うり類(漬物用)/にがうり/セ
ルリー/ブロッコリー/はくさい/キャベ
ツ/レタス、非結球レタス/クレソン/だ
いこん/ねぎ/にんじん/しゅんぎく/ほ
うれんそう/非結球あぶらな科葉菜
類、なばな類、かぶ/だいず/えだまめ
/さやえんどう/オクラ/らっきょう/にら/
アスパラガス/てんさい/きゅうり(葉、
花)/しそ科葉菜類、しそ(花穂)、しょく
ようほおずき、食用ミニバラ、食用カー
ネーション、食用金魚草、食用パン
ジー/食用トレニア/食用ぎく/すいぜ
んじな/ふき/せり/せり(水耕栽培)/茶
/いね科牧草/花き類･観葉植物/樹木
類/水田作物､畑作物(休耕田)/かき/
ぶどう

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 22405
ジノテフラン水溶
剤

アントム顆粒水溶剤
三井化学アグロ
㈱

20.00%

ピーマン/トマト、ミニトマト/なす/とう
がらし類/きゅうり/はくさい/キャベツ/
レタス/だいこん/かぶ、こまつな、み
ずな/ばれいしょ/だいず/えだまめ/か
き/うめ/花き類･観葉植物/樹木類

2015/7/7 2009/7/8

アセタミプリド 19939 アセタミプリド水溶 イールダーＳＧ 日本曹達㈱ 30.00% 芝 2013/4/7 1998/4/8

ジノテフラン 23113

ジノテフラン・テブ
フェノジド・カスガマ
イシン・トリシクラ
ゾール・バリダマイ
シン粉剤

イッカツエース粉剤ＤＬ 北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2015/9/25 2012/9/1

ジノテフラン 21283

ジノテフラン・テブ
フェノジド・カスガマ
イシン・バリダマイ
シン・フサライド粉

イッカツ粉剤ＤＬ 北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2013/4/27 2004/4/28

ジノテフラン 22071
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

イモチエーススタークル１キロ
粒剤

三井化学アグロ
㈱

5.00% 稲 2013/12/11 2007/12/12

ジノテフラン 21886
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

イモチエーススタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.67% 稲 2013/2/6 2007/2/7

イミダクロプリド 20293

イミダクロプリド・カ
ルプロパミド・チフ ウィンアドマイヤーグレー バイエルクロップ

2.00% 稲(箱育苗) 2014/12/9 1999/12/10イミダクロプリド 20293
ルプロパミド・チフ
ルザミド・ダイムロ
ン粒剤

ウィンアドマイヤーグレー
タム箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/12/9 1999/12/10

イミダクロプリド 20877
イミダクロプリド・ス
ピノサド・カルプロ
パミド粒剤

ウィンアドマイヤースピノ箱粒
剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2002/8/29 2011/8/29

イミダクロプリド 21197
イミダクロプリド・
フィプロニル・カル
プロパミド粒剤

ウィンアドマイヤープリンス箱
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/1/7 2010/1/7

フィプロニル 21197
イミダクロプリド・
フィプロニル・カル
プロパミド粒剤

ウィンアドマイヤープリンス箱
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/1/7 2010/1/7

イミダクロプリド 19836
イミダクロプリド・カ
ルプロパミド粒剤

ウィンアドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2012/12/21 1997/12/22

イミダクロプリド 20820
イミダクロプリド・カ
ルプロパミド水和

ウィンアドマイヤー顆粒水和
剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.00% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

クロチアニジン 20828
クロチアニジン・カ
ルプロパミド粒剤

ウィンダントツ箱粒剤 協友アグリ㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

チアクロプリド 20635
チアクロプリド・カ
ルプロパミド粒剤

ウィンバリアード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2013/4/26 2001/4/27

フィプロニル 21196
フィプロニル・カル
プロパミド粒剤

ウィンプリンス箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/1/7 2010/1/7

ニテンピラム 20100
カルタップ・ニテン
ピラム水溶剤

ウォンテッド水溶剤 住化武田農薬㈱ ― ― 1998/12/11 2004/12/11

チアクロプリド 20697
チアクロプリド水和
剤

エコファイターフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

40.00% まつ(生立木) 2013/10/11 2001/10/12

チアクロプリド 20898
チアクロプリド水和
剤

エコファイターフロアブル３
バイエルクロップ
サイエンス㈱

3.00% まつ(生立木) 2014/9/16 2002/9/17

チアクロプリド 20897
チアクロプリド水和
剤

エコワン３フロアブル
井筒屋化学産業
㈱

3.00% まつ(生立木) 2014/9/16 2002/9/17

チアクロプリド 20696
チアクロプリド水和
剤

エコワンフロアブル
井筒屋化学産業
㈱

40.00% まつ(生立木) 2013/10/11 2001/10/12

イミダクロプリド 21037
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール複合
肥料

オリゼメートアドマイヤー入り
複合燐加安２６４

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.05% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 21039
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール複合
肥料

オリゼメートアドマイヤー入り
複合燐加安８６４

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.05% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 21360
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール水和

オリゼメートアドマイヤー顆粒
水和剤剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/10/6 2007/10/6

フィプロニル 19545
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

オリゼメートプリンス粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2015/2/9 1997/2/8

ジノテフラン 20831
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

オリブライトスタークル１キロ
粒剤

三井化学アグロ
㈱

3.00% 稲 2014/4/25 2002/4/26
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クロチアニジン 21733
アセフェート・クロ
チアニジン粒剤

オルトランＤＸ粒剤 住友化学園芸㈱ 0.25%
トマト/なす/きゅうり/花き類･観葉植
物/クロトン

2015/7/18 2006/7/19

ジノテフラン 21972
ジノテフラン・ベン
フラカルブ粒剤

オンコルスタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.00%
稲(箱育苗)/ねぎ/きゅうり/なす/メロン
/きく

2013/6/19 2007/6/20

チアメトキサム 22329

エマメクチン安息
香酸塩・チアメトキ
サム・ジフェノコナ
ゾール液剤

ガーディーＡＬ
シンジェンタ
ジャパン㈱

0.01%
トマト/きゅうり/キャベツ/いちご/花き
類･観葉植物/つばき類/つつじ類

2015/2/3 2009/2/4

チアメトキサム 22334

エマメクチン安息
香酸塩・チアメトキ
サム・ジフェノコナ
ゾール水溶剤

ガーディーＳＧ
シンジェンタ
ジャパン㈱

2.50%
花き類･観葉植物/ポインセチア/やぶ
つばき

2015/2/3 2009/2/4

クロチアニジン 23197
クロチアニジン液
剤

ガーデンアシストＶスプレー キング園芸㈱ 0.01%

ぶどう/うめ/かき/かんきつ/きゅうり/
なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/だい
こん/キャベツ/ブロッコリー/えだまめ
/だいず/オクラ/ばれいしょ/ピーマン/
花き類･観葉植物

2016/1/15 2013/1/16

イミダクロプリド 22871
イミダクロプリド・ス
ピノサド水和剤

ガードナーフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

10.00%
稲(箱育苗)/キャベツ/はくさい/レ
タス/ブロッコリー

2014/2/1 2011/2/2

イミダクロプリド 20160
イミダクロプリド粉
末

ガウチョＶＭ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

70.00% てんさい 2014/3/2 1999/3/3

イミダクロプリド 21042
イミダクロプリド粉
末

ガウチョＷＳ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

70.00% とうもろこし 2015/4/7 2003/4/8

ジノテフラン 21353
ジノテフラン・カス
ガマイシン・バリダ
マイシン・フサライ

カスラブバリダスタークル粉
剤３ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2013/9/21 2004/9/22

ジノテフラン 21352
ジノテフラン・カス
ガマイシン・バリダ
マイシン・フサライ

カスラブバリダスタークル粉
剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2013/9/21 2004/9/22

フィプロニル 19227
カルボスルファン・
フィプロニル粒剤

ガゼットプリンス粒剤 ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25

チアメトキサム 21961
チアメトキサム液
剤

カダンスプレーＥＸ フマキラー㈱ 0.01%

えだまめ、だいず/きゅうり/なす/トマト
/ピーマン/キャベツ/かんきつ/うめ/
花き類･観葉植物/ポインセチア/つつ
じ類

2013/5/8 2007/5/9

チアメトキサム 22330

エマメクチン安息
香酸塩・チアメトキ
サム・ジフェノコナ
ゾール液剤

カダンプラスＤＸ フマキラー㈱ 0.01%
トマト/きゅうり/キャベツ/いちご/花き
類･観葉植物/つばき類/つつじ類

2015/2/3 2009/2/4

アセタミプリド 20789
アセタミプリド複合
肥料

カダン殺虫肥料 フマキラー㈱ 0.60%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)

2014/4/9 2002/4/10

チアメトキサム 22746
チアメトキサム複
合肥料

キープレイヤー
シンジェンタ
ジャパン㈱

1.20%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)/ポインセチア(ポット･プラ
ンター等の容器栽培)

2013/6/24 2010/6/25

クロチアニジン 22657

クロチアニジン・メ
トキシフェノジド・ト
リシクラゾール・バ キクゾー粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.50% 稲 2013/4/6 2010/4/7クロチアニジン 22657 リシクラゾール・バ
リダマイシン・フェ
リムゾン粉剤

キクゾー粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.50% 稲 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22725
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン水和剤

キックオフ顆粒水和剤
三井化学アグロ
㈱

15.00% キャベツ/はくさい/ブロッコリー/レタス 2013/6/8 2010/6/9

フィプロニル 19560
カルボスルファン・
フィプロニル粒剤

ギャング粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2015/3/23 1997/3/23

イミダクロプリド 22374
イミダクロプリド・エ
チプロール粒剤

キラップＡＤ粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.80% 稲 2015/5/12 2009/5/13

チアクロプリド 21994
エチプロール・チア
クロプリド水和剤

キラップバリアードフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

25.00% 茶 2013/7/31 2007/8/1

イミダクロプリド 18220
イミダクロプリド粒
剤

クミアイアドマイヤー１粒剤
クミアイ化学工業
㈱

1.00%

稲/かんきつ(苗木)/豆類(種実)/豆類
(未成熟)/きゅうり/ズッキーニ/すいか
/メロン/かぼちゃ/にがうり/まくわうり/
トマト、ミニトマト/ピーマン、とうがらし
類/なす/わけぎ、あさつき/ねぎ/はく
さい/キャベツ/ブロッコリー/レタス/だ
いこん/非結球あぶらな科葉菜類/な
ばな類/ほうれんそう、かぶ/ごぼう/い
ちご/パセリ/こんにゃく/さといも、さと
いも(葉柄)、ばれいしょ/れんこん/か
んしょ/やまのいも/やまのいも(むか
ご)/にら/じゅんさい/花き類･観葉植
物/ポインセチア/樹木類/たばこ

2013/11/3 1992/11/4
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イミダクロプリド 18563
イミダクロプリド水
和剤

クミアイアドマイヤーフロアブ
ル

クミアイ化学工業
㈱

20.00%

びわ/なし/もも/あんず/ぶどう/かん
きつ/キウイフルーツ/いちょう(種子)/
アセロラ/ピタヤ/とうもろこし/ヤング
コーン/アマランサス(茎葉)/キノア/
キャベツ/はくさい/ブロッコリー/畑わ
さび/わさび/だいこん/非結球あぶら
な科葉菜類/非結球メキャベツ、メキャ
ベツ、非結球レタス/レタス/葉ごぼう/
ごぼう/ほうれんそう/ふだんそう、エン
ダイブ/ねぎ/わけぎ、あさつき/モロヘ
イヤ/くわい/れんこん/せり科葉菜類/
せり科葉菜類/きゅうり/メロン/なす/
かぼちゃ/ズッキーニ/すいか/ピーマ
ン/トマト、ミニトマト/オクラ/しそ科葉
菜類/しそ(花穂)/ふき/ふき(ふきのと
う)/アスパラガス/やなぎたで/未成熟
そらまめ/はまぼうふう(葉)/さんしょう
(葉)/食用さくら(葉)/食用プリムラ/食
用ぎく/きく(葉)/花き類･観葉植物/つ

2014/12/23 1993/12/24

イミダクロプリド 18212
イミダクロプリド水
和剤

クミアイアドマイヤー水和剤
クミアイ化学工業
㈱

10.00%

りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶどう/
かき/うめ、すもも/くり/マンゴー/稲/
稲(箱育苗)/ばれいしょ/きゅうり/すい
か/メロン/にがうり/トマト/なす/ピー
マン/てんさい/茶/たばこ/ぶどう/湛

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18216
イミダクロプリド粒
剤

クミアイアドマイヤー箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18223
イミダクロプリド粉
剤

クミアイアドマイヤー粉剤ＤＬ
クミアイ化学工業
㈱

― ― 1992/11/4 2004/11/4

イミダクロプリド 20343
イミダクロプリド水
和剤

クミアイアドマイヤー顆粒水和
剤

クミアイ化学工業
㈱

50.00%

稲(箱育苗)/小麦/かんきつ/げっきつ/
りんご/うめ、すもも/なし/もも/ネクタ
リン/ぶどう/かき/マンゴー/パッション
フルーツ/アテモヤ/なす/ピーマン、と
うがらし類/トマト、ミニトマト/きゅうり/
すいか/ズッキーニ/メロン/うり類(漬
物用)/にがうり/なばな/とうもろこし/
ばれいしょ/さといも(葉柄)/さといも/
てんさい/みょうが(花穂、茎葉)/すい
ぜんじな/かんしょ/にんじん/みしまさ
いこ/豆類(未成熟)/やまのいも/ねぎ/
はくさい/キャベツ/レタス/豆類(種
実)/ほうれんそう/かぶ/たまねぎ/み
つば/かぼちゃ/アスパラガス/こん
にゃく/茶/きく/乾田直播水稲/湛水直
播水稲

2015/4/19 2000/4/20

ジノテフラン 22661
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン水和剤

クミアイアプロードスタークル
ゾル

クミアイ化学工業
㈱

9.00% 稲 2013/4/6 2010/4/7
ロフェジン水和剤 ゾル ㈱

イミダクロプリド 21307
イミダクロプリド・ア
ゾキシストロビン粒
剤

クミアイアミスターアドマイ
ヤー箱粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/7/20 2004/7/21

イミダクロプリド 21038
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール複合
肥料

くみあいオリゼメートアドマイ
ヤー入り複合燐加安２６４

コープケミカル㈱ 0.05% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 21040
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール複合
肥料

くみあいオリゼメートアドマイ
ヤー入り複合燐加安８６４

コープケミカル㈱ 0.05% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 23129
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール複合
肥料

くみあいコープガードＷ一発８
２０

コープケミカル㈱ 0.05% 稲 2015/10/9 2012/10/10

ジノテフラン 22333 ジノテフラン剤 クミアイスタークル豆つぶ
クミアイ化学工業
㈱

12.00% 稲 2015/2/3 2009/2/4

チアクロプリド 20619
チアクロプリド水和
剤

クミアイバリアード顆粒水和
剤

クミアイ化学工業
㈱

― ― 2001/4/26 2007/4/26

イミダクロプリド 21488
イミダクロプリド・ス
ピノサド・トリシクラ
ゾール粒剤

クミアイパワーリードスピノ箱
粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 21491
イミダクロプリド・ト
リシクラゾール粒

クミアイパワーリード箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 20874
イミダクロプリド・ス
ピノサド・トリシクラ
ゾール粒剤

クミアイビームアドマイヤース
ピノ箱粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/8/28 2002/8/29

イミダクロプリド 18474
イミダクロプリド・ト
リシクラゾール粒

クミアイビームアドマイヤー粒
剤

クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/11/7 1993/11/8

ジノテフラン 22064
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシク
ラゾール粉剤

クミアイビームアプロードス
タークル粉剤５ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

0.35% 稲 2013/11/27 2007/11/28

イミダクロプリド 18483
イミダクロプリド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

クミアイヒノザンアドマイヤー
粉剤ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 18486
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・ＥＤＤＰ粉剤

クミアイヒノバイアドマイヤー
粉剤ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 21410

イミダクロプリド・ス
ピノサド・チフルザ
ミド・トリシクラゾー
ル粒剤

クミアイフルサポート箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/1 2004/11/2

イミダクロプリド 18478
イミダクロプリド・ペ
ンシクロン粉剤

クミアイモンセレンアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 22704
イミダクロプリド・イ
ソチアニル粒剤

クミアイルーチンアドマイヤー
箱粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 22174
クロチアニジン粒
剤

クミアイワンリード箱粒剤０８
クミアイ化学工業
㈱

0.80% 稲(箱育苗) 2014/6/10 2008/6/11
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チアメトキサム 23161
チアメトキサム水
和剤

クルーザー４８
シンジェンタ
ジャパン㈱

48.00%
なす／ピーマン、きゅうり、メロン／レ
タス／ほうれんそう

2015/11/20 2012/11/21

チアメトキサム 21409
チアメトキサム水
和剤

クルーザーＦＳ３０
シンジェンタ
ジャパン㈱

30.00%
だいず、えだまめ/いんげんまめ/豆類
/とうもろこし(子実)/未成熟とうもろこし
/飼料用とうもろこし

2013/11/1 2004/11/2

チアメトキサム 22917
チアメトキサム・フ
ルジオキソニル・メ
タラキシルＭ水和

クルーザーＭＡＸＸ
シンジェンタ
ジャパン㈱

22.60% あずき/だいず/えだまめ/てんさい 2014/4/5 2011/4/6

イミダクロプリド 18488
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・フサライド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

クレハヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

呉羽化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 2002/11/8

ジノテフラン 21026
ジノテフラン・フサ
ライド粉剤

クレハラブサイドスタークル粉
剤ＤＬ

㈱クレハ ― ― 2003/2/25 2009/2/25

フィプロニル 22003
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

コメホープ箱粒剤
㈱ニチノーサー
ビス

1.00% 稲(箱育苗) 2013/9/4 2007/9/3

ジノテフラン 21871
ジノテフラン・ピロ
キロン粒剤

コラトップスタークル１キロ粒
剤

三井化学アグロ
㈱

5.00% 稲 2013/1/23 2007/1/24

クロチアニジン 22110
クロチアニジン・ピ
ロキロン粒剤

コラトップダントツ１キロ粒剤 協友アグリ㈱ 2.00% 稲 2014/2/5 2008/2/6

クロチアニジン 23204

クロチアニジン・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチアニ
ル・フラメトピル粒

サイクルヒット箱粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2013/1/30 2016/1/29

ジノテフラン 22180
ジノテフラン・トリシ
クラゾール・ペンシ
クロン粉粒剤

サジェスト微粒剤Ｆ
クミアイ化学工業
㈱

0.35% 稲 2014/6/24 2008/6/25

フィプロニル 19226 フィプロニル粒剤 シオノギ・プリンス粒剤 塩野義製薬㈱ ― ― 1996/4/25 2002/4/25

イミダクロプリド 23039

イミダクロプリド・ス
ピノサド・イソチア
ニル・チフルザミド
粒剤

シャリオ箱粒剤 日産化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2015/1/24 2012/1/25

チアメトキサム 22555
クロラントラニリプ
ロール・チアメトキ
サム水和剤

ジュリボフロアブル
シンジェンタ
ジャパン㈱

17.50%
キャベツ/はくさい/レタス/非結球レタ
ス/ブロッコリー

2013/1/19 2010/1/20

フィプロニル 22273
ピメトロジン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

シンジェンタ　ビルダープ
リンスチェス粒剤

シンジェンタ
ジャパン㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/6

ジノテフラン 21872
ジノテフラン・ピロ
キロン粒剤

シンジェンタコラトップスターク
ル１キロ粒剤

シンジェンタ
ジャパン㈱

5.00% 稲 2013/1/23 2007/1/24

ジノテフラン 22738 ジノテフラン粒剤 スターガード粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.00%

きゅうり/メロン/すいか/かぼちゃ/な
す/トマト、ミニトマト/ピーマン/とうがら
し類/キャベツ/はくさい/ブロッコリー/
ねぎ/にんじん/だいこん/非結球あぶ
らな科葉菜類、かぶ/なばな類/だい
ず/ほうれんそう/しゅんぎく/いちご/オ
クラ/さやえんどう/花き類･観葉植物/
つつじ類

2013/6/22 2010/6/23/

つつじ類

ジノテフラン 21276 ジノテフラン粒剤 スタークル１キロＨ粒剤 三井化学アグロ 3.00% 稲 2013/4/20 2004/4/21
ジノテフラン 21248 ジノテフラン粉剤 スタークルＬ粉剤ＤＬ 三井化学アグロ 0.35% 稲 2013/3/9 2004/3/10
ジノテフラン 21607 ジノテフラン水溶 スタークルエアー５０ 三井化学アグロ 50.00% 稲 2014/12/13 2005/12/14

ジノテフラン 20836
エトフェンプロック
ス・ジノテフラン粉

スタークルトレボン粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.50% 稲 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 21277 ジノテフラン粒剤 スタークルメイト１キロＨ粒剤 三井化学アグロ 3.00% 稲 2013/4/20 2004/4/21
ジノテフラン 21435 ジノテフラン粉剤 スタークルメイトＬ粉剤ＤＬ 三井化学アグロ 0.35% 稲 2013/11/23 2004/11/24
ジノテフラン 21608 ジノテフラン水溶 スタークルメイトエアー５０ 三井化学アグロ 50.00% 稲 2014/12/13 2005/12/14

ジノテフラン 21260 ジノテフラン液剤 スタークルメイト液剤１０
三井化学アグロ
㈱

10.00%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑作
物(休耕田)/いね科牧草

2013/3/30 2004/3/31

ジノテフラン 22495 ジノテフラン剤 スタークルメイト豆つぶ 三井化学アグロ 12.00% 稲 2015/10/20 2009/10/21

ジノテフラン 21259 ジノテフラン液剤 スタークル液剤１０
三井化学アグロ
㈱

10.00%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑作
物(休耕田)/いね科牧草

2013/3/30 2004/3/31

ジノテフラン 22332 ジノテフラン剤 スタークル豆つぶ
宇都宮化成工業
㈱

12.00% 稲 2015/2/3 2009/2/4

ジノテフラン 20808 ジノテフラン粒剤 スタークル箱粒剤 三井化学アグロ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20814 ジノテフラン粉剤 スタークル粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.50%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑作
物(休耕田)

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20805 ジノテフラン粒剤 スタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.00%

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり/
メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキーニ/
なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/とう
がらし類/とうがらし(葉)/キャベツ/はく
さい/ブロッコリー/レタス、非結球レタ
ス/ねぎ/にんじん/だいこん/非結球
あぶらな科葉菜類、かぶ/なばな類、
ほうれんそう/いちご/かんきつ(苗木)/
くわい/オクラ/さやえんどう/食用ぎく/
しゅんぎく/だいず/茶/花き類･観葉植
物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24
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ジノテフラン 20811
ジノテフラン水溶
剤

スタークル顆粒水溶剤
三井化学アグロ
㈱

20.00%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/
なし/かき/マンゴー/小粒核果類/ぶ
どう/かんきつ/あけび(果実)/キウイフ
ルーツ/びわ/かんきつ(苗木)/ばれい
しょ/かんしょ/ピーマン/トマト、ミニト
マト/なす/とうがらし類/かぼちゃ、
ズッキーニ/きゅうり/すいか/まくわう
り/メロン/うり類(漬物用)/にがうり/セ
ルリー/ブロッコリー/はくさい/キャベ
ツ/レタス、非結球レタス/クレソン/だ
いこん/ねぎ/にんじん/しゅんぎく/ほ
うれんそう/非結球あぶらな科葉菜
類、なばな類、かぶ/だいず/えだまめ
/さやえんどう/オクラ/らっきょう/にら/
アスパラガス/てんさい/きゅうり(葉、
花)/しそ科葉菜類、しそ(花穂)、しょく
ようほおずき、食用ミニバラ、食用カー
ネーション、食用金魚草、食用パン
ジー/食用トレニア/食用ぎく/すいぜ
んじな/ふき/せり/せり(水耕栽培)/茶
/いね科牧草/花き類･観葉植物/樹木
類/水田作物､畑作物(休耕田)/かき/
ぶどう

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 23075 ジノテフラン粒剤 スターダム箱粒剤 北興化学工業㈱ 12.00% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

クロチアニジン 22912
クロチアニジン・ス
ピネトラム・イソチ
アニル粒剤

スタウトダントツディアナ箱粒
剤

住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2014/3/28 2011/3/29

クロチアニジン 22698
クロチアニジン・イ
ソチアニル粒剤

スタウトダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 22699
クロチアニジン・イ
ソチアニル粒剤

スタウトダントツ箱粒剤０８ 住友化学㈱ 0.80% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 23206
クロチアニジン・イ
ソチアニル水和剤

スタウトダントツ顆粒水和剤 住友化学㈱ 15.00% 稲 2013/1/30 2016/1/29

イミダクロプリド 19917
イミダクロプリド複
合肥料

スミスマイル００９ 住友化学工業㈱ ― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 19919
イミダクロプリド複
合肥料

スミスマイルＳＲ 住友化学工業㈱ ― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 20147
イミダクロプリド・ア
ゾキシストロビン粒
剤

ゼネカ・アミスターアドマイ
ヤー箱粒剤

シンジェンタ
ジャパン㈱

― ― 1999/1/14 2011/1/14

イミダクロプリド 18476
イミダクロプリド・ト
リシクラゾール粒

ダウ・エランコビームアドマイ
ヤー粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 1993/11/8 1999/8/18

イミダクロプリド 23016
イミダクロプリド・フ
ルベンジアミド水
和剤

タフスティンガーフロアブル 日本農薬㈱ 25.00% 芝 2014/12/13 2011/12/14

イミダクロプリド・フ
バイエルクロップ

イミダクロプリド 23017
イミダクロプリド・フ
ルベンジアミド水
和剤

タフバリアＤＸフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

25.00% 芝 2014/12/13 2011/12/14

イミダクロプリド 20664
イミダクロプリド水
和剤

タフバリアフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.00% 芝/つつじ類/かえで 2013/8/15 2001/8/16

イミダクロプリド 21481
イミダクロプリド粒
剤

タフバリア粒剤０．５
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.50% 芝 2014/4/5 2005/4/6

ジノテフラン 22995
ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール水和剤

ダブルカットスタークルフロア
ブル

北興化学工業㈱ 10.00% 稲 2014/11/8 2011/11/9

ジノテフラン 22479
ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール粉剤

ダブルカットスタークル粉剤Ｄ
Ｌ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2015/10/6 2009/10/7

ジノテフラン 22981

ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール・バリダ
マイシン粉剤

ダブルカットバリダスタークル
粉剤３ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2014/10/11 2011/10/12

ジノテフラン 22980

ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール・バリダ
マイシン粉剤

ダブルカットバリダスタークル
粉剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2014/10/11 2011/10/12

クロチアニジン 20799 クロチアニジン粒 ダントツ１キロ粒剤 住友化学㈱ 1.00% 稲 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 22101
クロチアニジン水
和剤

ダントツＥＸフロアブル ホクサン㈱ 20.00% 稲/だいず/ばれいしょ 2014/2/5 2008/2/6

クロチアニジン 22538
クロチアニジン水
溶剤

ダントツＦＴ水溶剤 住友化学㈱ 48.00% りんご/かんきつ/茶 2012/12/1 2009/12/2

クロチアニジン 21242
クロチアニジン粉
剤

ダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.50%
稲/だいず/水田作物､畑作物(休耕
田)

2013/2/24 2004/2/25

クロチアニジン 21226
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒剤

ダントツオリゼメート１０箱粒
剤

住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2013/1/27 2004/1/28

クロチアニジン 21495
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒剤

ダントツオリゼメート２４箱粒
剤

住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

クロチアニジン 20802
カルタップ・クロチ
アニジン粒剤

ダントツパダン１キロ粒剤 住友化学㈱ 1.00% 稲 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 20803
カルタップ・クロチ
アニジン・バリダマ
イシン粉剤

ダントツパダンバリダ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.15% 稲 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 21258
クロチアニジン水
和剤

ダントツフロアブル 住友化学㈱ 20.00% 稲/だいず/ばれいしょ 2013/3/30 2004/3/31

クロチアニジン 22173
クロチアニジン・フ
ラメトピル粒剤

ダントツリンバー粒剤 住友化学㈱ 0.50% 稲 2014/6/10 2008/6/11
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クロチアニジン 20798
クロチアニジン水
溶剤

ダントツ水溶剤 住友化学㈱ 16.00%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
ピーマン/だいこん/レタス/キャベ
ツ/ねぎ/ばれいしょ/てんさい/豆
類/にがうり/チンゲンサイ/みずな
/オクラ/れんこん/えだまめ/ブ
ロッコリー/はなっこりー/にら/非
結球レタス/アスパラガス/オリー
ブ/りんご/なし/すもも/もも/おう
とう/うめ/ぶどう/かんきつ/げっ
きつ/かんきつ(苗木)/かき/マン
ゴー/いちじく/ネクタリン/あんず
/とうがん/食用へちま/パパイヤ/
みょうが(花穂、茎葉)/茶/ブルー
ベリー/花き類･観葉植物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 20827 クロチアニジン粒 ダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26
クロチアニジン 20801 クロチアニジン粉 ダントツ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.15% 稲/だいず 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 20800
クロチアニジン粒
剤

ダントツ粒剤 住友化学㈱ 0.50%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
だいこん/レタス/キャベツ/かぼ
ちゃ/ねぎ(露地栽培)/あさつき(露
地栽培)、わけぎ(露地栽培)/ばれ
いしょ/かんしょ/ピーマン/いちご
/かんきつ(苗圃)/れんこん/さとう
きび/げっきつ/ブロッコリー/非結
球レタス/セルリー/だいず/はなっ
こりー/らっきょう/花き類･観葉植

2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 22708

クロチアニジン・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチアニ
ル粒剤

ツインターボフェルテラ箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 22700
クロチアニジン・イ
ソチアニル粒剤

ツインターボ箱粒剤０８
クミアイ化学工業
㈱

0.80% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 23207
クロチアニジン・イ
ソチアニル水和剤

ツインターボ顆粒水和剤
クミアイ化学工業
㈱

15.00% 稲 2013/1/30 2016/1/29

イミダクロプリド 20244
イミダクロプリド・シ
フルトリン液剤

テガール液剤ＡＬ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.01% きく、ばら/つつじ類/つつじ類 2014/9/26 1999/9/27

チアメトキサム 20850
チアメトキサム・ピ
ロキロン粒剤

デジタルコラトップアクタラ箱
粒剤

シンジェンタ
ジャパン㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/6/17 2002/6/18

チアメトキサム 20907
アシベンゾラルＳメ
チル・チアメトキサ
ム粒剤

デジタルバイオンアクタラ箱
粒剤

シンジェンタ
ジャパン㈱

― ― 2002/10/3 2005/10/3

チアメトキサム 22996
チアメトキサム粒
剤

デジタルフレア箱粒剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

8.00% 稲(箱育苗) 2014/11/8 2011/11/9チアメトキサム 22996
剤

デジタルフレア箱粒剤
ジャパン㈱

8.00% 稲(箱育苗) 2014/11/8 2011/11/9

チアメトキサム 22279
チアメトキサム・ピ
ロキロン粒剤

デジタルメガフレア箱粒剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

8.00% 稲(箱育苗) 2014/10/21 2008/10/22

ジノテフラン 21036
ジノテフラン・ジク
ロシメット粒剤

デラウススタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2015/3/9 2003/3/10

ジノテフラン 21043
ジノテフラン・ジク
ロシメット粉剤

デラウススタークル粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

― ― 2003/4/8 2012/4/8

クロチアニジン 21657
クロチアニジン・ジ
クロシメット粒剤

デラウスダントツＬ箱粒剤 住友化学㈱ 0.80% 稲(箱育苗) 2015/3/7 2006/3/8

クロチアニジン 20830
クロチアニジン・ジ
クロシメット粒剤

デラウスダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

フィプロニル 20584
フィプロニル・ジク
ロシメット・フラメト
ピル粒剤

デラウスプリンスリンバー箱
粒剤

住友化学㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/1/29 2001/1/30

フィプロニル 20368
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

デラウスプリンス粒剤０６ 住友化学㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

フィプロニル 20371
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

デラウスプリンス粒剤１０ 住友化学㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

ジノテフラン 22037
エトフェンプロック
ス・ジノテフラン水
和剤

トレボンスターフロアブル 三井化学㈱ 3.00% 稲/だいず 2013/10/25 2007/10/26

ジノテフラン 21975
エトフェンプロック
ス・ジノテフラン粉

トレボンスター粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.20% 稲/だいず 2013/6/19 2007/6/20

クロチアニジン 21713
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン粉剤

ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.50% 稲 2015/6/6 2006/6/7

クロチアニジン 22257
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン水和

ノンブラスダントツフロアブル 協友アグリ㈱ 6.60% 稲 2014/9/23 2008/9/24

クロチアニジン 22832

クロチアニジン・ト
リシクラゾール・バ
リダマイシン・フェ
リムゾン粉剤

ノンブラスバリダダントツＨ粉
剤ＤＬ

協友アグリ㈱ 0.50% 稲 2013/12/7 2010/12/8

クロチアニジン 22891

クロチアニジン・ト
リシクラゾール・バ
リダマイシン・フェ
リムゾン水和剤

ノンブラスバリダダントツフロ
アブル

協友アグリ㈱ 6.60% 稲 2014/3/1 2011/3/2

イミダクロプリド 20294

イミダクロプリド・カ
ルプロパミド・チフ
ルザミド・ダイムロ
ン粒剤

ハースウィンアドマイヤーグ
レータム箱粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 1999/12/10 2008/12/10

フィプロニル 21275
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエル　Ｄｒ．オリゼプリンス
アドマイヤー粒剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21
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イミダクロプリド 21275
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエル　Ｄｒ．オリゼプリンス
アドマイヤー粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

フィプロニル 21004
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルＤｒ．オリゼプリンス
粒剤１０

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/5/13

フィプロニル 21005
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルＤｒ．オリゼプリンス
粒剤６

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/5/13

フィプロニル 21002
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

バイエルアミスタープリンス粒
剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

ジノテフラン 21887
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

バイエルイモチエーススター
クル粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.67% 稲 2013/2/6 2007/2/7

クロチアニジン 20829
クロチアニジン・カ
ルプロパミド粒剤

バイエルウィンダントツ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2002/4/26 2011/4/26

フィプロニル 21000
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルオリゼメートプリンス
粒剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2005/5/12

ジノテフラン 21007
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

バイエルオリブライトスターク
ル１キロ粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

3.00% 稲 2015/1/7 2003/1/8

イミダクロプリド 19918
イミダクロプリド複
合肥料

バイエルスミスマイル００９
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 19920
イミダクロプリド複
合肥料

バイエルスミスマイルＳＲ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 22044
イミダクロプリド・フ
ルベンジアミド水
和剤

バイエルセルオーフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00%
キャベツ/はくさい/レタス/ブロッ
コリー

2013/10/30 2007/10/31

イミダクロプリド 21489
イミダクロプリド・ス
ピノサド・トリシクラ
ゾール粒剤

バイエルパワーリードスピノ
箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2005/4/27 2009/12/3

イミダクロプリド 20876
イミダクロプリド・ス
ピノサド・トリシクラ
ゾール粒剤

バイエルビームアドマイヤー
スピノ箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/8/28 2002/8/29

イミダクロプリド 18475
イミダクロプリド・ト
リシクラゾール粒

バイエルビームアドマイヤー
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/11/7 1993/11/8

フィプロニル 21001
フィプロニル・トリシ
クラゾール粒剤

バイエルビームプリンス粒剤 ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2004/9/30

フィプロニル 21003
フィプロニル・イソ
プロチオラン・ピロ
キロン粒剤

バイエルピカピカ粒剤 ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

イミダクロプリド 18487
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・フサライド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

バイエルヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1993/11/8 2011/11/8

フィプロニル 20999
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルビルダープリンス粒
剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

イミダクロプリド 21054
イミダクロプリド・チ
アジニル粒剤

バイエルブイゲットアドマイ
ヤー粒剤

バイエルクロップ
サイエンス

― ― 2003/4/11

チアクロプリド 21358
チアクロプリド・チ
アジニル粒剤

バイエルブイゲットバリアード
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2013/9/21 2004/9/22

フィプロニル 21006
フィプロニル・イソ
プロチオラン粒剤

バイエルフジワンプリンス粒
剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5フィプロニル 21006
プロチオラン粒剤 剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

イミダクロプリド 21760

イミダクロプリド・ス
ピノサド・チフルザ
ミド・トリシクラゾー
ル粒剤

バイエルフルサポート箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2006/9/6 2009/9/6

クロチアニジン 22638

カルタップ・クロチ
アニジン・バリダマ
イシン・フェリムゾ
ン・フサライド粉剤

ハスラーＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.50% 稲 2013/3/16 2010/3/17

クロチアニジン 21943

クロチアニジン・ベ
ンスルタップ・バリ
ダマイシン・フェリ
ムゾン・フサライド

ハスラーＳ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.50% 稲 2013/4/3 2007/4/4

クロチアニジン 20804

カルタップ・クロチ
アニジン・バリダマ
イシン・フェリムゾ
ン・フサライド粉剤

ハスラー粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.15% 稲 2014/4/23 2002/4/24

ニテンピラム 19108
カルタップ・ニテン
ピラム・バリダマイ
シン粉剤

パダンバリダベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.25% 稲 2013/11/27 1995/11/28

ニテンピラム 19106
カルタップ・ニテン
ピラム粉剤

パダンベスト粉剤ＤＬ 住化武田農薬㈱ ― ― 1995/11/28 2004/11/28

ニテンピラム 19105
カルタップ・ニテン
ピラム粒剤

パダンベスト粒剤 住友化学㈱ 1.00% 稲 2013/11/27 1995/11/28

チアクロプリド 20621 チアクロプリド粒剤 バリアード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/25 2001/4/26

チアクロプリド 20618
チアクロプリド水和
剤

バリアード顆粒水和剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

30.00%

りんご/なし/もも/ネクタリン/小粒核
果類/おうとう/かき/メロン/いちご/ぶ
どう/すいか、ピーマン/とうがらし類/
なす、トマト/ミニトマト/きゅうり/ばれ
いしょ/ズッキーニ/茶

2013/4/25 2001/4/26

ニテンピラム 19107
ニテンピラム・バリ
ダマイシン粉剤

バリダベスト粉剤ＤＬ 住化武田農薬㈱ ― ― 1995/11/28 2004/11/28

イミダクロプリド 21490
イミダクロプリド・ス
ピノサド・トリシクラ
ゾール粒剤

パワーリードスピノ箱粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 21492
イミダクロプリド・ト
リシクラゾール粒

パワーリード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2005/4/27 2009/12/3

チアメトキサム 20413
チアメトキサム水
和剤

ビートルコップ顆粒水和剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

― ― 2000/8/15 2012/8/15

チアメトキサム 21937
チアメトキサム水
和剤

ビートルコップ顆粒水和剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

25.00% 芝/まつ(生立木) 2013/3/19 2007/3/20
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イミダクロプリド 20875
イミダクロプリド・ス
ピノサド・トリシクラ
ゾール粒剤

ビームアドマイヤースピノ箱
粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/8/28 2002/8/29

ジノテフラン 22427
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシク
ラゾール粉粒剤

ビームアプロードスタークル
微粒剤Ｆ

クミアイ化学工業
㈱

0.35% 稲 2015/8/4 2009/8/5

ジノテフラン 22036
ジノテフラン・トリシ
クラゾール水和剤

ビームエイトスタークルゾル
クミアイ化学工業
㈱

10.00% 稲 2013/10/25 2007/10/26

ジノテフラン 22426
ジノテフラン・トリシ
クラゾール粉粒剤

ビームスタークル微粒剤Ｆ
クミアイ化学工
業㈱

0.35% 稲 2015/8/4 2009/8/5

ジノテフラン 21027
ジノテフラン・トリシ
クラゾール粉剤

ビームスタークル粉剤５ＤＬ
クミアイ化学工業
㈱

0.35% 稲 2015/2/24 2003/2/25

クロチアニジン 21624
クロチアニジン・ト
リシクラゾール粉

ビームダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.50% 稲 2015/1/24 2006/1/25

ジノテフラン 21191
ジノテフラン・トリシ
クラゾール・メプロ
ニル粉剤

ビームバシスタークル粉剤５
ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

0.35% 稲 2013/1/6 2004/1/7

フィプロニル 20839
フィプロニル・チフ
ルザミド・トリシクラ
ゾール粒剤

ビームプリンスグレータム箱
粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2014/5/16 2002/5/17

フィプロニル 19571
フィプロニル・トリシ
クラゾール粒剤

ビームプリンス粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2015/3/23 1997/3/24

ジノテフラン 22268
ジノテフラン・トリシ
クラゾール・フルト
ラニル粉剤

ビームモンカットスタークルＦ
粉剤５ＤＬ

日本農薬㈱ 0.35% 稲 2014/10/7 2008/10/8

ジノテフラン 22102
ジノテフラン・トリシ
クラゾール・ペンシ
クロン粉剤

ビームモンセレンスタークル
粉剤５ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

0.35% 稲 2014/2/5 2008/2/6

フィプロニル 20234
フィプロニル・イソ
プロチオラン・ピロ
キロン粒剤

ピカピカ粒剤 日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2014/8/26 1999/8/27

イミダクロプリド 18480
イミダクロプリド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

ヒノザンアドマイヤー粉剤ＤＬ
日本バイエルア
グロケム㈱

― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 18485
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・ＥＤＤＰ粉剤

ヒノバイアドマイヤー粉剤ＤＬ
日本バイエルア
グロケム㈱

― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 21484
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール粒剤

ビルダーアドマイヤー箱粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

ジノテフラン 21496
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ビルダースタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

ジノテフラン 22659

クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・プロベナゾール
粒剤

ビルダーフェルテラスタークル
箱粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7

イミダクロプリド 22022
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ビルダープリンスアドマイヤー
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

フィプロニル 22022
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ

ビルダープリンスアドマイヤー Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4フィプロニル 22022 フィプロニル・プロ

ベナゾール粒剤

ビルダープリンスアドマイヤー
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

フィプロニル 21017
フィプロニル・チフ
ルザミド・プロベナ
ゾール粒剤

ビルダープリンスグレータム
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2015/2/24 2003/2/25

ジノテフラン 22066
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22066
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

ジノテフラン 22065
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22065
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22272
ピメトロジン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ビルダープリンスチェス粒
剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/8

フィプロニル 20711
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ビルダープリンス粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/11/18 2001/11/19

フィプロニル 22549
ホクコーファースト
オリゼプリンス粒

ファーストオリゼプリンス
粒剤１０

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

フィプロニル 22359
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ファーストオリゼプリンス
粒剤６

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2015/3/17 2009/3/18

イミダクロプリド 21508
イミダクロプリド・ス
ピノサド・チアジニ
ル粒剤

ブイゲットアドマイヤースピノ
箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/5/31 2005/6/1

イミダクロプリド 21356
イミダクロプリド・チ
アジニル・フラメト
ピル粒剤

ブイゲットアドマイヤーリン
バー粒剤

日本農薬㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/9/21 2004/9/22

イミダクロプリド 21053
イミダクロプリド・チ
アジニル粒剤

ブイゲットアドマイヤー粒剤 日本農薬㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2015/4/10 2003/4/11

ジノテフラン 22074
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

ブイゲットスタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/12/11 2007/12/12

チアクロプリド 21357
チアクロプリド・チ
アジニル粒剤

ブイゲットバリアード粒剤 日本農薬㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2013/9/21 2004/9/22

ジノテフラン 22994
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・チアジニル粒

ブイゲットフェルテラスターク
ルＬ粒剤

日本農薬㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/10/25 2011/10/26

ジノテフラン 22992
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・チアジニル粒

ブイゲットフェルテラスターク
ル粒剤

日本農薬㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/10/25 2011/10/26
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イミダクロプリド 22027
イミダクロプリド・
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンスアドマイ
ヤー粒剤

日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

フィプロニル 22027
イミダクロプリド・
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンスアドマイ
ヤー粒剤

日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

チアクロプリド 21661
チアクロプリド・フィ
プロニル・チアジニ
ル粒剤

ブイゲットプリンスバリアードＬ
粒剤

日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/3/21 2006/3/22

フィプロニル 21661
チアクロプリド・フィ
プロニル・チアジニ
ル粒剤

ブイゲットプリンスバリアードＬ
粒剤

日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/3/21 2006/3/22

フィプロニル 22010
フィプロニル・チア
ジニル・フラメトピ
ル粒剤

ブイゲットプリンスリンバーＬ
粒剤

日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/9/18 2007/9/19

フィプロニル 21052
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンス粒剤１０ 日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/4/10 2003/4/11

フィプロニル 21200
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンス粒剤６ 日本農薬㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2013/1/6 2004/1/7

クロチアニジン 21218
クロチアニジン・
フェリムゾン・フサ
ライド粉剤

ブラシンダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.50% 稲 2013/1/27 2004/1/28

クロチアニジン 21702
クロチアニジン・
フェリムゾン・フサ
ライド水和剤

ブラシンダントツフロアブル 住友化学㈱ 6.60% 稲 2015/5/9 2006/5/10

クロチアニジン 21186
クロチアニジン・
フェリムゾン・フサ
ライド粉剤

ブラシンダントツ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.15% 稲 2013/1/6 2004/1/7

ニテンピラム 20078

カルタップ・ニテン
ピラム・バリダマイ
シン・フェリムゾン・
フサライド粉剤

ブラシンパダンバリダベスト粉
剤ＤＬ

住友化学㈱ 0.25% 稲 2013/12/8 1998/12/9

ニテンピラム 19725
カルタップ・ニテン
ピラム・フェリムゾ
ン・フサライド粉剤

ブラシンパダンベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.25% 稲 2015/9/29 1997/9/30

クロチアニジン 21219
クロチアニジン・バ
リダマイシン・フェ
リムゾン・フサライ

ブラシンバリダダントツＨ粉剤
ＤＬ

住友化学㈱ 0.50% 稲 2013/1/27 2004/1/28

クロチアニジン 22625

クロチアニジン・バ
リダマイシン・フェ
リムゾン・フサライ
ド水和剤

ブラシンバリダダントツフロア
ブル

住友化学㈱ 6.60% 稲 2013/3/2 2010/3/3

ニテンピラム 19748
ニテンピラム・バリ
ダマイシン・フェリ
ムゾン・フサライド

ブラシンバリダベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.25% 稲 2015/10/20 1997/10/21

ニテンピラム 19319
ニテンピラム・フェ
リムゾン・フサライ
ド粉剤

ブラシンベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.25% 稲 2014/8/26 1996/8/27
ド粉剤

クロチアニジン 22191
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン粉剤

ブラステクトダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ ― ― 2008/7/9 2011/7/9

クロチアニジン 22258
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン水和

ブラステクトダントツフロアブ
ル

住友化学㈱ ― ― 2008/9/24 2011/9/24

クロチアニジン 21654
クロチアニジン・ジ
クロシメット・フェリ
ムゾン水和剤

ブラストップダントツフロアブ
ル

住友化学㈱ 6.60% 稲 2015/3/7 2006/3/8

クロチアニジン 21359
クロチアニジン・ジ
クロシメット・フェリ
ムゾン粉剤

ブラストップダントツ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.15% 稲 2013/9/21 2004/9/22

フィプロニル 22026
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

プリンスオリゼメート嵐５粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

フィプロニル 21719
フィプロニル水和
剤

プリンスフロアブル
ＢＡＳＦジャパン
㈱

5.00%

なたね/キャベツ/はくさい/チンゲ
ンサイ/カリフラワー/ブロッコ
リー/未成熟とうもろこし/てんさ
い/ストック/きく、カーネーショ

2015/6/6 2006/6/7

フィプロニル 20785 フィプロニル水和 プリンスフロアブル ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2002/4/1 2007/3/6
フィプロニル 21839 フィプロニル粒剤 プリンスベイト ＢＡＳＦジャパン 0.50% さとうきび/かんしょ 2012/11/14 2006/11/15

フィプロニル 20281
フィプロニル・フラ
メトピル粒剤

プリンスリンバー箱粒剤 住友化学㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2014/12/9 1999/12/10

フィプロニル 19223 フィプロニル粒剤 プリンス粒剤 ＢＡＳＦジャパン 1.00% 稲(箱育苗)/キャベツ/ブロッコ 2014/4/24 1996/4/25

イミダクロプリド 19005
イミダクロプリド液
剤

ブルースカイＡＬ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.01%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2013/5/30 1995/5/31

イミダクロプリド 20646
イミダクロプリド複
合肥料

ブルースカイスティック
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2001/6/11 2010/6/11

イミダクロプリド 20556
イミダクロプリドエ
アゾル

ブルースカイスプレー
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.03% きく、デージー、ばら、ゆり 2012/12/25 2000/12/26

イミダクロプリド 19125
イミダクロプリド粒
剤

ブルースカイ粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.50%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2013/12/26 1995/12/27

イミダクロプリド 21411

イミダクロプリド・ス
ピノサド・チフルザ
ミド・トリシクラゾー
ル粒剤

フルサポート箱粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/1 2004/11/2

クロチアニジン 20733
クロチアニジン水
和剤

フルスウィング 住化グリーン㈱ 50.00% 芝 2013/12/19 2001/12/20
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クロチアニジン 23205

クロチアニジン・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチアニ
ル・フラメトピル粒

フルターボ箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2013/1/30 2016/1/29

クロチアニジン 21671
クロチアニジン・ジ
クロシメット・チアジ
ニル・フラメトピル

プロパック箱粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2015/4/4 2006/4/5

イミダクロプリド 20647
イミダクロプリド複
合肥料

プロパドスティック
㈱　ハイポネック
ス　ジャパン

― ― 2001/6/11 2010/6/11

ニテンピラム 19102
ニテンピラム水溶
剤

ベストガード水溶剤 住友化学㈱ 10.00%

稲/もも、りんご/なし/ぶどう/かき/か
んきつ/ばれいしょ/メロン、すいか/
きゅうり/とうがらし類/なす/トマト、ミ
ニトマト/いちご/レタス/だいこん/せり
/せり(水耕栽培)/食用べにばな(花)/
茶/花き類･観葉植物/たばこ

2013/11/27 1995/11/28

ニテンピラム 19104 ニテンピラム粉剤 ベストガード粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.25% 稲 2013/11/27 1995/11/28

ニテンピラム 19103 ニテンピラム粒剤 ベストガード粒剤 住友化学㈱ 1.00%

稲/きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/す
いか/ピーマン、ししとう/とうがらし類/
メロン/いちご/ねぎ/わけぎ、あさつき
/しゅんぎく/レタス/食用ぎく/すいぜん
じな/ズッキーニ/うり類(漬物用)/花き
類･観葉植物

2013/11/27 1995/11/28

クロチアニジン 21044
エトフェンプロック
ス・クロチアニジン
液剤

ベニカＤスプレー 住友化学園芸㈱ 0.01% ばら/きく/ガーベラ/樹木類 2015/4/7 2003/4/8

クロチアニジン 23130
クロチアニジン・
フェンプロパトリン

ベニカＪスプレー 住友化学園芸㈱ 0.01% 花き類･観葉植物/樹木類 2015/10/9 2012/10/10

クロチアニジン 22576
クロチアニジン・
フェンプロパトリ
ン・メパニピリムエ

ベニカＸファインエアゾール 住友化学園芸㈱ 0.03% 花き類･観葉植物/樹木類 2013/2/2 2010/2/3

クロチアニジン 22506

クロチアニジン・
フェンプロパトリ
ン・メパニピリム水
和剤

ベニカＸファインスプレー 住友化学園芸㈱ 0.01%
きゅうり/なす/トマト/花き類･観葉植
物/つつじ類/つばき類/ひいらぎもくせ
い

2012/11/3 2009/11/4

クロチアニジン 21843
クロチアニジン・ミ
クロブタニルエアゾ

ベニカグリーン 住化武田農薬㈱ ― ― 2006/11/29 2009/11/29

クロチアニジン 21844
クロチアニジン・ミ
クロブタニル液剤

ベニカグリーンスプレー 住化武田農薬㈱ ― ― 2006/11/29 2009/11/29

クロチアニジン 22672
クロチアニジン・
フェンプロパトリン
エアゾル

ベニカケムシエアゾール 住友化学園芸㈱ 0.03% 樹木類 2013/4/20 2010/4/21

クロチアニジン 23121
クロチアニジン液
剤

ベニカベジフルスプレー 住友化学園芸㈱ 0.01%

ぶどう/うめ/かき/かんきつ/きゅ
うり/なす/トマト、ミニトマト/
ピーマン/だいこん/キャベツ/ブ 2015/9/25 2012/9/26クロチアニジン 23121

剤
ベニカベジフルスプレー 住友化学園芸㈱ 0.01% ピーマン/だいこん/キャベツ/ブ

ロッコリー/えだまめ/だいず/オク
ラ/ばれいしょ/花き類･観葉植物

2015/9/25 2012/9/26

クロチアニジン 22876
クロチアニジン液
剤

ベニカマツケア 住友化学園芸㈱ 2.00%
あかまつ、くろまつ/樹木類/さん
ごじゅ/つつじ類

2014/2/15 2011/2/16

クロチアニジン 22593
クロチアニジン液
剤

ベニカ液剤 住友化学園芸㈱ 2.00%

だいこん/なす/トマト/きゅうり/
キャベツ/かんきつ/うめ/かき/花
き類･観葉植物/つつじ類/さくら/
さんごじゅ/つばき類

2013/2/16 2010/2/17

クロチアニジン 21501
クロチアニジン水
溶剤

ベニカ水溶剤 住友化学園芸㈱ 16.00%

きゅうり/メロン/すいか/なす/ト
マト、ミニトマト/ピーマン/だい
こん/レタス/キャベツ/ねぎ/ばれ
いしょ/豆類/にがうり/チンゲンサ
イ/みずな/オクラ/れんこん/えだ
まめ/ブロッコリー/はなっこりー/
にら/非結球レタス/アスパラガス/
かぼちゃ/とうがん/食用へちま/
みょうが(花穂、茎葉)/茶/りんご/
なし/もも/すもも/おうとう/うめ/
ぶどう/かんきつ/かき/マンゴー/
いちじく/ネクタリン/あんず/パパ
イヤ/ブルーベリー/オリーブ/花き
類･観葉植物/つつじ類/げっきつ/

2014/4/26 2005/4/27

クロチアニジン 21502
クロチアニジン粒
剤

ベニカ粒剤 住友化学園芸㈱ 0.50%

きゅうり/メロン/すいか/なす/ト
マト、ミニトマト/かぼちゃ/ピー
マン/だいこん/レタス/キャベツ/
ブロッコリー/非結球レタス/ねぎ
(露地栽培)/あさつき(露地栽培)、
わけぎ(露地栽培)/ばれいしょ/か
んしょ/いちご/セルリー/だいず/
かんきつ(苗圃)/げっきつ/花き類･

2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 21483
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼアドマイ
ヤー箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

ジノテフラン 20835
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼスタークル
箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 22418
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼスタークル
箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2015/7/21 2009/7/22

フィプロニル 21274
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンスア
ドマイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21
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イミダクロプリド 21274
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンスア
ドマイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

フィプロニル 22219
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリ
ンスエース粒剤

北興化学工業㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2014/8/5 2008/5/6

フィプロニル 20008
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤１０

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17

フィプロニル 21264
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤１０Ｈ

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2004/4/7

フィプロニル 20011
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤６

北興化学工業㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17

フィプロニル 21266
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤６Ｈ

北興化学工業㈱ ― ― 2004/4/7 2010/4/7

ジノテフラン 22072
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

ホクコーイモチエーススターク
ル１キロ粒剤

北興化学工業㈱ 5.00% 稲 2013/12/11 2007/12/12

ジノテフラン 21888
ジノテフラン・メトミ
ノストロビン粒剤

ホクコーイモチエーススターク
ル粒剤

北興化学工業㈱ 1.67% 稲 2013/2/6 2007/2/7

イミダクロプリド 21579
アセフェート・イミダ
クロプリド水和剤

ホクコーオルトランアドマイ
ヤー顆粒水和剤

北興化学工業㈱ 10.00% てんさい/ばれいしょ/かんきつ/茶 2014/11/1 2005/11/2

ジノテフラン 21712
ジノテフラン・カス
ガマイシン・フサラ
イド水和剤

ホクコーカスラブスタークルフ
ロアブル

北興化学工業㈱ 10.00% 稲 2015/6/6 2006/6/7

ジノテフラン 21078
ジノテフラン・カス
ガマイシン・フサラ
イド粉剤

ホクコーカスラブスタークル粉
剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2015/6/2 2003/6/3

チアクロプリド 21995
エチプロール・チア
クロプリド水和剤

ホクコーキラップバリアードフ
ロアブル

北興化学工業㈱ 25.00% 茶 2013/7/31 2007/8/1

ジノテフラン 22313
ジノテフラン・フラメ
トピル粒剤

ホクコースタークルリンバー
粒剤

北興化学工業㈱ 1.67% 稲 2015/1/20 2009/1/21

ジノテフラン 20810 ジノテフラン粒剤 ホクコースタークル箱粒剤 北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20816 ジノテフラン粉剤 ホクコースタークル粉剤ＤＬ 北興化学工業㈱ 0.50%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑作
物(休耕田)

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20807 ジノテフラン粒剤 ホクコースタークル粒剤 北興化学工業㈱ 1.00%

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり/
メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキーニ/
なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/とう
がらし類/とうがらし(葉)/キャベツ/はく
さい/ブロッコリー/レタス、非結球レタ
ス/ねぎ/にんじん/だいこん/非結球
あぶらな科葉菜類、かぶ/なばな類、
ほうれんそう/いちご/かんきつ(苗木)/
くわい/オクラ/さやえんどう/食用ぎく/
しゅんぎく/だいず/茶/花き類･観葉植
物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20813
ジノテフラン水溶
剤

ホクコースタークル顆粒水溶
剤

北興化学工業㈱ 20.00%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/
なし/かき/マンゴー/小粒核果類/ぶ
どう/かんきつ/あけび(果実)/キウイフ
ルーツ/びわ/かんきつ(苗木)/ばれい
しょ/かんしょ/ピーマン/トマト、ミニト
マト/なす/とうがらし類/かぼちゃ、
ズッキーニ/きゅうり/すいか/まくわう
り/メロン/うり類(漬物用)/にがうり/セ
ルリー/ブロッコリー/はくさい/キャベ
ツ/レタス、非結球レタス/クレソン/だ
いこん/ねぎ/にんじん/しゅんぎく/ほ
うれんそう/非結球あぶらな科葉菜
類、なばな類、かぶ/だいず/えだまめ
/さやえんどう/オクラ/らっきょう/にら/
アスパラガス/てんさい/きゅうり(葉、
花)/しそ科葉菜類、しそ(花穂)、しょく
ようほおずき、食用ミニバラ、食用カー
ネーション、食用金魚草、食用パン
ジー/食用トレニア/食用ぎく/すいぜ
んじな/ふき/せり/せり(水耕栽培)/茶
/いね科牧草/花き類･観葉植物/樹木
類/水田作物､畑作物(休耕田)/かき/
ぶどう

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 22924
ジノテフラン・チオ
ファネートメチル水
和剤

ホクコートップジンスタークル
フロアブル

北興化学工業㈱ 5.00% 稲 2014/5/10 2011/5/11

ジノテフラン 22642
ジノテフラン・チオ
ファネートメチル粉
剤

ホクコートップジンスタークル
粉剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2013/3/16 2010/3/17

ジノテフラン 22052
ジノテフラン・バリ
ダマイシン粉剤

ホクコーバリダスタークル粉
剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2013/11/13 2007/11/14

イミダクロプリド 21485
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール粒剤

ホクコービルダーアドマイ
ヤー箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

ジノテフラン 21497
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダースタークル
箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

ジノテフラン 22658

クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・プロベナゾール
粒剤

ホクコービルダーフェルテラス
タークル箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7
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イミダクロプリド 22023
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダープリンスアド
マイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

フィプロニル 22023
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダープリンスアド
マイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

フィプロニル 21018
フィプロニル・チフ
ルザミド・プロベナ
ゾール粒剤

ホクコービルダープリンスグ
レータム粒剤

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/2/24 2003/2/25

ジノテフラン 22067
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ホクコービルダープリンスス
タークル粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22067
ジノテフラン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ホクコービルダープリンスス
タークル粒剤

北興化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22274
ピメトロジン・フィプ
ロニル・プロベナ
ゾール粒剤

ホクコービルダープリンス
チェス粒剤

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/8

フィプロニル 20712
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダープリンス粒
剤

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/11/18 2001/11/19

フィプロニル 22548
ホクコーファースト
オリゼプリンス粒

ホクコーファーストオリゼ
プリンス粒剤１０

北興化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

フィプロニル 22360
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーファーストオリゼ
プリンス粒剤６

北興化学工業㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2015/3/17 2009/3/18

イミダクロプリド 21966
イミダクロプリド液
剤

ホクコーブルースカイＡＬ 北興化学工業㈱ 0.01%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2013/5/22 2007/5/23

イミダクロプリド 22046
イミダクロプリド粒
剤

ホクコーブルースカイ粒剤 北興化学工業㈱ 0.50%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2013/10/30 2007/10/31

ジノテフラン 21710
ジノテフラン・フサ
ライド水和剤

ホクコーラブサイドスタークル
フロアブル

北興化学工業㈱ 5.00% 稲 2015/6/6 2006/6/7

ジノテフラン 21025
ジノテフラン・フサ
ライド粉剤

ホクコーラブサイドスタークル
粉剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.35% 稲 2015/2/24 2003/2/25

ジノテフラン 21222
ジノテフラン・プロ
ベナゾール水和剤

ホクコー側条オリゼメートス
タークル顆粒水和剤

北興化学工業㈱ 4.00% 稲 2013/1/27 2004/1/28

イミダクロプリド 22668 イミダクロプリド粒 ホクサンアドマイヤー箱粒剤 ホクサン㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7

稲(箱育苗)/小麦/かんきつ/げっきつ/
りんご/うめ、すもも/なし/もも/ネクタ
リン/ぶどう/かき/マンゴー/パッション
フルーツ/アテモヤ/なす/ピーマン、と
うがらし類/トマト、ミニトマト/きゅうり/
すいか/ズッキーニ/メロン/うり類(漬

イミダクロプリド 22669
イミダクロプリド水
和剤

ホクサンアドマイヤー顆粒水
和剤

50.00%

すいか/ズッキーニ/メロン/うり類(漬
物用)/にがうり/なばな/とうもろこし/
ばれいしょ/さといも(葉柄)/さといも/
てんさい/みょうが(花穂、茎葉)/すい
ぜんじな/かんしょ/にんじん/みしまさ
いこ/豆類(未成熟)/やまのいも/ねぎ/
はくさい/キャベツ/レタス/豆類(種
実)/ほうれんそう/かぶ/たまねぎ/み
つば/かぼちゃ/アスパラガス/こん
にゃく/茶/きく/乾田直播水稲/湛水直
播水稲

2013/4/6 2010/4/7

クロチアニジン 22601
クロチアニジン・ジ
クロシメット・フェリ
ムゾン水和剤

ホクサンブラストップダントツ
フロアブル

ホクサン㈱ 6.60% 稲 2013/2/16 2010/2/17

クロチアニジン 22602
クロチアニジン・ジ
クロシメット・フェリ
ムゾン粉剤

ホクサンブラストップダントツ
粉剤ＤＬ

ホクサン㈱ 0.15% 稲 2013/2/16 2010/2/17

アセタミプリド 23179
アセタミプリド・ペン
チオピラド水和剤

マイテミンスプレー 日本曹達㈱ 0.01%
きゅうり/なす、トマト/花き類･観葉植
物

2015/12/4 2012/12/5

アセタミプリド 20330 アセタミプリド液剤 マツグリーン液剤 日本曹達㈱ 20.00% まつ(生立木)/つつじ類/さくら 2015/2/7 2000/2/8
アセタミプリド 20838 アセタミプリド液剤 マツグリーン液剤２ 日本曹達㈱ 2.00% まつ(生立木)/樹木類/ばら/くり 2014/5/16 2002/5/17
イミダクロプリド 18215 イミダクロプリド粒 ミカサアドマイヤー箱粒剤 八洲化学工業㈱ ― ― 1992/11/4 1998/3/31

イミダクロプリド 18482
イミダクロプリド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

ミカサヒノザンアドマイヤー粉
剤ＤＬ

三笠化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 1996/4/30

イミダクロプリド 18490
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・フサライド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

ミカサヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

三笠化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 1996/4/30

イミダクロプリド 18479
イミダクロプリド・ペ
ンシクロン粉剤

ミカサモンセレンアドマイヤー
粉剤ＤＬ

八洲化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 1998/3/31

イミダクロプリド 20245
イミダクロプリド・シ
フルトリン液剤

ムシムシ液剤ＡＬ
レインボー薬品
㈱

0.01% きく、ばら/つつじ類/つつじ類 2014/9/26 1999/9/27

アセタミプリド 22951

アセタミプリド・フェ
ンプロパトリン・チ
オファネートメチル
水和剤

モストップジンＲスプレー 日本曹達㈱ 0.01%
きゅうり/なす/トマト/花き類･観葉植
物

2014/8/2 2011/8/3

アセタミプリド 20386
アセタミプリド・チ
オファネートメチル
エアゾル

モスピラン・トップジンＭエア
ゾール

日本曹達㈱ ― ― 2000/5/15 2012/5/15

アセタミプリド 21309
アセタミプリド・チ
オファネートメチル
水和剤

モスピラン・トップジンＭスプ
レー

日本曹達㈱ 0.01%
きゅうり/トマト/なす/花き類･観葉植
物

2013/8/3 2004/8/4
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アセタミプリド 20641 アセタミプリド液剤 モスピランＳＬ液剤 日本曹達㈱ 18.00%

かんきつ/キウイフルーツ/びわ/ばれ
いしょ/とうもろこし(子実)/未成熟とう
もろこし/てんさい/あずき/やまのいも
/やまのいも(むかご)/はくさい、ブロッ
コリー/キャベツ/だいこん/はつかだ
いこん/茶

2013/4/26 2001/4/27

アセタミプリド 19326
アセタミプリドくん
煙剤

モスピランジェット 日本曹達㈱ 15.00%

メロン/きゅうり/ピーマン/すいか/なす
/トマト、ミニトマト/いちご/ズッキー
ニ、ズッキーニ(花)/アスパラガス/みょ
うが(花穂、茎葉)/みかん/ぶどう/アセ
ロラ/花き類･観葉植物

2014/9/9 1996/9/10

アセタミプリド 19742 アセタミプリド液剤 モスピランスプレー 日本曹達㈱ 0.01%
うめ/かんきつ/きゅうり/トマト/なす/
きく、ばら/ペチュニア/ゆり

2012/10/20 1997/10/21

アセタミプリド 22369 アセタミプリド粒剤 モスピランワン粒剤 日本曹達㈱ 1.00%

きゅうり/かぼちゃ/すいか/はくさい、
ブロッコリー/キャベツ/なす/トマト、ミ
ニトマト/ピーマン/いちご/花き類･観
葉植物

2015/5/12 2009/5/13

アセタミプリド 20102 アセタミプリド液剤 モスピラン液剤 日本曹達㈱ 2.00%

かき/うめ/かんきつ/トマト、なす/きゅ
うり/はくさい/キャベツ/きく/ばら、ペ
チュニア、ゆり/つつじ類/つばき類/い
ぬまき

2013/12/10 1998/12/11

アセタミプリド 19112
アセタミプリド水溶
剤

モスピラン水溶剤 日本曹達㈱ 20.00%

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶ
どう/かき/小粒核果類/おうとう/びわ/い
ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ
ウイフルーツ/ゴレンシ/たらのき/ブルーベ
リー/アセロラ/パッションフルーツ/とうもろ
こし/ばれいしょ/やまのいも/やまのいも
(種芋栽培、むかご)/さんしょう(葉、果実)/
あずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物用)/ト
マト、ミニトマト/なす/ピーマン/とうがらし
類/キャベツ/カリフラワー/ブロッコリー/茎
ブロッコリー/はくさい/だいこん/はつかだ
いこん/わさびだいこん/かぶ/非結球あぶ
らな科葉菜類/なばな類/非結球メキャベ
ツ/メキャベツ/いちご/つるな、レモンバー
ム/セージ/バジル、タイム/マジョラム/オ
レガノ、はっか/パセリ/食用さくら(葉)/たま
ねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき/アスパラガス
/レタス/非結球レタス/オクラ/食用ぎく/食
用金魚草、食用プリムラ/食用ゆり/しょくよ
うほおずき/にら/てんさい/みつば/ほうれ

2013/11/27 1995/11/28

うほおずき/にら/てんさい/みつば/ほうれ
んそう、しゅんぎく/くきちしゃ、ふだんそう、
エンサイ/しそ/ふき/らっきょう/なずな、は
はこぐさ/セルリー/チャービル、ディル
(葉)/タラゴン/モロヘイヤ/アマランサス(茎
葉)/ヤングコーン/茶/ソルガム/飼料用と
うもろこし、まめ科牧草/いね科牧草/花き
類･観葉植物/つつじ類/まつ/やなぎ/たば
こ

アセタミプリド 19114 アセタミプリド粒剤 モスピラン粒剤 日本曹達㈱ 2.00%

ぶどう/かんきつ（苗木）/キャベツ/は
くさい/ブロッコリー/非結球あぶらな科
葉菜類、だいこん/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/ピーマン/なす/トマト、ミニトマ
ト/いちご/レタス/非結球レタス/ばれ
いしょ/わけぎ、あさつき/ねぎ/えだま
め/ふき/セルリー/ひこしまはるな/さ
といも/こんにゃく/ストック/きく/つつじ
類/たばこ

2013/11/27 1995/11/28
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アセタミプリド 22583
アセタミプリド水溶
剤

モスピラン顆粒水溶剤 日本曹達㈱ 20.00%

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶ
どう/かき/小粒核果類/おうとう/びわ/い
ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ
ウイフルーツ/ゴレンシ/たらのき/ブルーベ
リー/アセロラ/パッションフルーツ/とうもろ
こし/ばれいしょ/やまのいも/やまのいも
(種芋栽培、むかご)/さんしょう(葉、果実)/
あずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物用)/ト
マト、ミニトマト/なす/ピーマン/とうがらし
類/キャベツ/カリフラワー/ブロッコリー/茎
ブロッコリー/はくさい/だいこん/はつかだ
いこん/わさびだいこん/かぶ/非結球あぶ
らな科葉菜類/なばな類/非結球メキャベ
ツ/メキャベツ/いちご/つるな、レモンバー
ム/セージ/バジル、タイム/マジョラム/オ
レガノ、はっか/パセリ/食用さくら(葉)/たま
ねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき/アスパラガス
/レタス/非結球レタス/オクラ/食用ぎく/食
用ゆり/しょくようほおずき/にら/てんさい/
みつば/食用なでしこ、ほうれんそう、しゅ
んぎく/くきちしゃ、ふだんそう、エンサイ/し
そ/ふき/らっきょう/なずな、ははこぐさ/セ
ルリー/チャービル、ディル(葉)/タラゴン/
モロヘイヤ/アマランサス(茎葉)/ヤング
コーン/茶/ソルガム/飼料用とうもろこし、
まめ科牧草/いね科牧草/花き類･観葉植
物/つつじ類/まつ/やなぎ/たばこ

2013/2/16 2010/2/17

クロチアニジン 21267
クロチアニジン水
和剤

モリエートＳＣ 住友化学㈱ 30.00% まつ(生立木) 2013/4/6 2004/4/7

クロチアニジン 22391
クロチアニジンマイ
クロカプセル剤

モリエートマイクロカプセル 住友化学㈱ 7.50% まつ(生立木) 2015/6/9 2009/6/10

イミダクロプリド 18477
イミダクロプリド・ペ
ンシクロン粉剤

モンセレンアドマイヤー粉剤Ｄ
Ｌ

日本バイエルア
グロケム㈱

― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 20683
イミダクロプリド・メ
トキシフェノジド・ペ
ンシクロン粉剤

モンセレンランナーＡＤ粉剤Ｄ
Ｌ

バイエルクロップ
サイエンス

0.25% 稲 2013/8/29 2001/8/30

イミダクロプリド 18219 イミダクロプリド粒 ヤシマアドマイヤー１粒剤 協友アグリ㈱ ― ― 1992/11/4 2010/11/4
イミダクロプリド 18214 イミダクロプリド粒 ヤシマアドマイヤー箱粒剤 協友アグリ㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4
イミダクロプリド 18222 イミダクロプリド粉 ヤシマアドマイヤー粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ ― ― 1992/11/4 2007/11/4

イミダクロプリド 18481
イミダクロプリド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

ヤシマヒノザンアドマイヤー粉
剤ＤＬ

協友アグリ㈱ ― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 18489
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・フサライド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

ヤシマヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

八洲化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 2010/9/22
ＤＤＰ粉剤

クロチアニジン 22392
クロチアニジンマイ
クロカプセル剤

ヤシマモリエートマイクロカプ
セル

ヤシマ産業㈱ ― まつ(生立木) ― 2009/6/10

イミダクロプリド 19556
イミダクロプリド・ペ
ンシクロン粉剤

ヤシマモンセレンアドマイヤー
粉剤ＤＬ

八洲化学工業㈱ ― ― 1997/2/26 2006/2/26

イミダクロプリド 21022
イミダクロプリド・カ
ルプロパミド粒剤

ラクショー粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2003/2/25 2009/2/25

クロチアニジン 21974
クロチアニジン・フ
サライド水和剤

ラブサイドダントツフロアブル 協友アグリ㈱ 6.60% 稲 2013/6/19 2007/6/20

ニテンピラム 19459
カルタップ・ニテン
ピラム・バリダマイ
シン・フサライド粉

ラブパダンバリダベスト粉剤Ｄ
Ｌ

住化武田農薬㈱ ― ― 1996/12/25 2005/12/25

チアメトキサム 21431
チアメトキサム・ル
フェヌロン水和剤

リーズン顆粒水和剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

10.00% りんご/かんきつ/茶 2013/11/23 2004/11/24

イミダクロプリド 22129
イミダクロプリド水
和剤

リードックフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.00% わさび 2014/2/27 2008/2/29

イミダクロプリド 22706

イミダクロプリド・ス
ピノサド・イソチア
ニル・チフルザミド
粒剤

ルーチンアドスピノＧＴ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

イミダクロプリド 22705
イミダクロプリド・ス
ピノサド・イソチア
ニル粒剤

ルーチンアドスピノ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

イミダクロプリド 22703
イミダクロプリド・イ
ソチアニル粒剤

ルーチンアドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

イミダクロプリド 22930

イミダクロプリド・エ
チプロール・クロラ
ントラニリプロー
ル・イソチアニル粒

ルーチンクアトロ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/6/7 2011/6/8

イミダクロプリド 22915

イミダクロプリド・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチアニ
ル粒剤

ルーチントレス箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2011/4/6

チアクロプリド 22707
チアクロプリド・イ
ソチアニル粒剤

ルーチンバリアード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

アセタミプリド 21693
アセタミプリド複合
肥料

レインボーフラワーＥＸ 住化グリーン㈱ 0.04%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)

2015/4/9 2006/4/10

アセタミプリド 23094
アセタミプリド複合
肥料

レインボーフラワーＥＸⅡ
レインボー薬品
㈱

0.04%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)

2015/6/24 2012/6/25

フィプロニル 20009
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ローヌ・プーランＤｒ．オリゼプ
リンス粒剤１０

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17

フィプロニル 20012
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ローヌ・プーランＤｒ．オリゼプ
リンス粒剤６

ＢＡＳＦジャパン
㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17
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フィプロニル 19969
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

ローヌ・プーランアミスタープ
リンス粒剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/27

フィプロニル 19544
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ローヌ・プーランオリゼメート
プリンス粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1997/2/10 2003/2/10

フィプロニル 19570
フィプロニル・トリシ
クラゾール粒剤

ローヌ・プーランビームプリン
ス粒剤

住友化学㈱ ― ― 1997/3/24 2003/3/24

フィプロニル 20235
フィプロニル・イソ
プロチオラン・ピロ
キロン粒剤

ローヌ・プーランピカピカ粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2014/8/26 1999/8/27

フィプロニル 19230
フィプロニル・イソ
プロチオラン粒剤

ローヌ・プーランフジワンプリ
ンス粒剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2014/4/24 1996/4/25

ジノテフラン 23078
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ロングリーチ箱粒剤 北興化学工業㈱ 12.00% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

イミダクロプリド 22125
イミダクロプリド・ス
ピノサド水和剤

ワークワイド顆粒水和剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

10.00% 茶 2014/2/19 2008/2/20

ジノテフラン 21801

ジノテフラン・テブ
フェノジド・ブプロ
フェジン・フサライ
ド・フルトラニル粉

ワイドナーエース粉剤ＤＬ 日本農薬㈱ 0.35% 稲 2012/10/3 2006/10/4

ニテンピラム 22128 ニテンピラム水溶 わさび用ベストガード水溶剤 住友化学㈱ 10.00% わさび 2014/2/27 2008/2/29
ジノテフラン 22130 ジノテフラン水溶 わさび用緑風ＳＧ 三井化学アグロ 20.00% わさび 2014/2/27 2008/2/29

ジノテフラン 22789

ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシク
ラゾール・フルトラ
ニル粉剤

ワッショイ粉剤ＤＬ 日本農薬㈱ 0.35% 稲 2013/9/21 2010/9/22

クロチアニジン 23196
クロチアニジン・ス
ピネトラム粒剤

ワンリードＳＰ箱粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2016/1/15 2013/1/16

クロチアニジン 22122 クロチアニジン粒 ワンリード箱粒剤０８ 住友化学㈱ 0.80% 稲(箱育苗) 2014/2/19 2008/2/20

チアメトキサム 22051
チアメトキサム液
剤

井筒屋アトラック液剤
井筒屋化学産業
㈱

4.00%
さくら/けやき/まつ/ヤシ/デイゴ/プラ
タナス

2013/11/13 2007/11/14

イミダクロプリド 21999
イミダクロプリド・エ
トキサゾール水和

花のもり 住化グリーン㈱ 0.01% ばら/きく 2013/8/14 2007/8/15

イミダクロプリド 21314
イミダクロプリド・エ
トキサゾール水和

花のもり１００ 住化グリーン㈱ 0.50% ばら/きく 2013/8/3 2004/8/4

チアメトキサム 22335

エマメクチン安息
香酸塩・チアメトキ
サム・ジフェノコナ
ゾール水溶剤

花華やか　顆粒水溶剤
シンジェンタ
ジャパン㈱

2.50%
花き類･観葉植物/ポインセチア/やぶ
つばき

2015/2/3 2009/2/4

チアメトキサム 22746
チアメトキサム複
合肥料

花色彩
シンジェンタ
ジャパン㈱

1.20%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)/ポインセチア(ポット･プラ
ンター等の容器栽培)

2013/6/24 2010/6/25

チアメトキサム 22404
チアメトキサム・ア
ゾキシストロビン水
和剤

協友アミスターアクタラＳＣ 協友アグリ㈱ 6.50% 稲 2015/7/1 2009/7/2

クロチアニジン 21627
クロチアニジン粉
剤

協友ダントツＨ粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.50%
稲/だいず/水田作物､畑作物(休耕
田)

2015/1/24 2006/1/25

クロチアニジン 21547
クロチアニジン水
和剤

協友ダントツフロアブル 協友アグリ㈱ 20.00% 稲/だいず/ばれいしょ 2014/8/30 2005/8/31

クロチアニジン 21646
クロチアニジン水
溶剤

協友ダントツ水溶剤 協友アグリ㈱ 16.00%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
ピーマン/だいこん/レタス/キャベ
ツ/ねぎ/ばれいしょ/てんさい/豆
類/にがうり/チンゲンサイ/みずな
/オクラ/れんこん/えだまめ/ブ
ロッコリー/はなっこりー/にら/非
結球レタス/アスパラガス/オリー
ブ/りんご/なし/すもも/もも/おう
とう/うめ/ぶどう/かんきつ/げっ
きつ/かんきつ(苗木)/かき/マン
ゴー/いちじく/ネクタリン/あんず
/とうがん/食用へちま/パパイヤ/
みょうが(花穂、茎葉)/茶/ブルー
ベリー/花き類･観葉植物/つつじ類

2015/2/21 2006/2/22

クロチアニジン 21594 クロチアニジン粒 協友ダントツ箱粒剤 協友アグリ㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2014/11/15 2005/11/16

クロチアニジン 21595
クロチアニジン粉
剤

協友ダントツ粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.15%
稲/だいず/水田作物､畑作物(休耕
田)

2014/11/15 2005/11/16

クロチアニジン 21645
クロチアニジン粒
剤

協友ダントツ粒剤 協友アグリ㈱ 0.50%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
だいこん/レタス/キャベツ/かぼ
ちゃ/ねぎ(露地栽培)/あさつき(露
地栽培)、わけぎ(露地栽培)/ばれ
いしょ/かんしょ/ピーマン/いちご
/かんきつ(苗圃)/れんこん/さとう
きび/げっきつ/ブロッコリー/非結
球レタス/セルリー/だいず/はなっ
こりー/らっきょう/花き類･観葉植
物

2015/2/21 2006/2/22

ニテンピラム 21610
ニテンピラム水溶
剤

協友ベストガード水溶剤 協友アグリ㈱ 10.00%

稲/もも、りんご/なし/ぶどう/かき/か
んきつ/ばれいしょ/メロン、すいか/
きゅうり/とうがらし類/なす/トマト、ミ
ニトマト/いちご/レタス/だいこん/せり
/せり(水耕栽培)/食用べにばな(花)/
茶/花き類･観葉植物/たばこ

2014/12/13 2005/12/14
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ニテンピラム 21609 ニテンピラム粒剤 協友ベストガード粒剤 協友アグリ㈱ 1.00%

稲/きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/す
いか/ピーマン、ししとう/とうがらし類/
メロン/いちご/ねぎ/わけぎ、あさつき
/しゅんぎく/レタス/食用ぎく/すいぜん
じな/ズッキーニ/うり類(漬物用)/花き
類･観葉植物

2014/12/13 2005/12/14

イミダクロプリド 18484
イミダクロプリド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

金鳥ヒノザンアドマイヤー粉
剤ＤＬ

大日本除蟲菊㈱ ― ― 1993/11/8 1996/11/8

イミダクロプリド 18492
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・フサライド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

金鳥ヒノラブバイアドマイヤー
粉剤ＤＬ

大日本除蟲菊㈱ ― ― 1993/11/8 1995/3/31

ジノテフラン 20960 ジノテフラン粒剤 三井東圧アルバリン箱粒剤 三井化学アグロ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/11/11 2002/11/12

ジノテフラン 20962 ジノテフラン粉剤 三井東圧アルバリン粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.50%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑作
物(休耕田)

2014/11/11 2002/11/12

ジノテフラン 20959 ジノテフラン粒剤 三井東圧アルバリン粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.00%

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり/
メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキーニ/
なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/とう
がらし類/とうがらし(葉)/キャベツ/はく
さい/ブロッコリー/レタス、非結球レタ
ス/ねぎ/にんじん/だいこん/非結球
あぶらな科葉菜類、かぶ/なばな類、
ほうれんそう/いちご/かんきつ(苗木)/
くわい/オクラ/さやえんどう/食用ぎく/
しゅんぎく/だいず/茶/花き類･観葉植
物/つつじ類

2014/11/11 2002/11/12

ジノテフラン 20961
ジノテフラン水溶
剤

三井東圧アルバリン顆粒水
溶剤

三井化学アグロ
㈱

20.00%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/なし/
かき/マンゴー/小粒核果類/ぶどう/かん
きつ/あけび(果実)/キウイフルーツ/びわ/
かんきつ(苗木)/ばれいしょ/かんしょ/ピー
マン/トマト、ミニトマト/なす/とうがらし類/
かぼちゃ、ズッキーニ/きゅうり/すいか/ま
くわうり/メロン/うり類(漬物用)/にがうり/
セルリー/ブロッコリー/はくさい/キャベツ/
レタス、非結球レタス/クレソン/だいこん/
ねぎ/にんじん/しゅんぎく/ほうれんそう/
非結球あぶらな科葉菜類、なばな類、かぶ
/だいず/えだまめ/さやえんどう/オクラ/
らっきょう/にら/アスパラガス/てんさい/
きゅうり(葉、花)/しそ科葉菜類、しそ(花
穂)、しょくようほおずき、食用ミニバラ、食
用カーネーション、食用金魚草、食用パン
ジー/食用トレニア/食用ぎく/すいぜんじな
/ふき/せり/せり(水耕栽培)/茶/いね科牧
草/花き類･観葉植物/樹木類/水田作物､
畑作物(休耕田)/かき/ぶどう

2014/11/11 2002/11/12

イミダクロプリド 18217 イミダクロプリド粒 三共アドマイヤー箱粒剤 ホクサン㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4
イミダクロプリド 20612 イミダクロプリド粉 三共アドマイヤー粉剤ＤＬ 北海三共㈱ ― ― 2001/4/16 2010/4/16

イミダクロプリド 20746
イミダクロプリド水
和剤

三共アドマイヤー顆粒水和剤 北海三共㈱ ― ― 2002/1/10 2011/1/10

チアクロプリド 20620
チアクロプリド水和
剤

三共バリアード顆粒水和剤 ホクサン㈱ 30.00%

りんご/なし/もも/ネクタリン/小粒核
果類/おうとう/かき/メロン/いちご/ぶ
どう/すいか、ピーマン/とうがらし類/
なす、トマト/ミニトマト/きゅうり/ばれ
いしょ/ズッキーニ/茶

2013/4/25 2001/4/26

イミダクロプリド 18491
イミダクロプリド・Ｍ
ＰＰ・フサライド・Ｅ
ＤＤＰ粉剤

三共ヒノラブバイアドマイヤー
粉剤ＤＬ

北海三共㈱ ― ― 1993/11/8 2002/11/8

クロチアニジン 21655
クロチアニジン・ジ
クロシメット・フェリ
ムゾン水和剤

三共ブラストップダントツフロ
アブル

北海三共㈱ ― ― 2006/3/8 2012/3/8

クロチアニジン 21699
クロチアニジン・ジ
クロシメット・フェリ
ムゾン粉剤

三共ブラストップダントツ粉剤
ＤＬ

北海三共㈱ ― ― 2006/4/19 2011/1/13

クロチアニジン 22367
クロチアニジン水
和剤

住友化学ダントツＥＸフロアブ
ル

住化グリーン㈱ 20.00% 稲/だいず/ばれいしょ 2015/4/7 2009/4/8

フィプロニル 22011
フィプロニル・チア
ジニル・フラメトピ
ル粒剤

住友化学ブイゲットプリンスリ
ンバーＬ粒剤

住友化学㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/9/18 2007/9/19

アセタミプリド 19327
アセタミプリドくん
煙剤

新富士モスピランジェット 新富士化成薬㈱ 15.00%

メロン/きゅうり/ピーマン/すいか/なす
/トマト、ミニトマト/いちご/ズッキー
ニ、ズッキーニ(花)/アスパラガス/みょ
うが(花穂、茎葉)/みかん/ぶどう/アセ
ロラ/花き類･観葉植物

2014/9/9 1996/9/10

イミダクロプリド 21652
イミダクロプリド・プ
ロベナゾール水和

側条オリゼメートアドマイヤー
顆粒水和剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

4.00% 稲 2015/2/21 2006/2/22

ジノテフラン 21228
ジノテフラン・プロ
ベナゾール水和剤

側条オリゼメートスタークル顆
粒水和剤

三井化学アグロ
㈱

4.00% 稲 2013/1/27 2004/1/28

クロチアニジン 22558
クロチアニジン・プ
ロベナゾール水和

側条オリゼメートダントツ顆粒
水和剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

3.00% 稲 2013/1/19 2010/1/20

ジノテフラン 21973
ジノテフラン・ベン
フラカルブ粒剤

大塚オンコルスタークル粒剤
大塚アグリテクノ
㈱

1.00%
稲(箱育苗)/ねぎ/きゅうり/なす/メロン
/きく

2013/6/19 2007/6/20

フィプロニル 19970
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

日産アミスタープリンス粒剤 日産化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/27

フィプロニル 19546
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

日産オリゼメートプリンス粒剤 日産化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/2/9 1997/2/10

フィプロニル 19228
カルボスルファン・
フィプロニル粒剤

日産ガゼットプリンス粒剤 日産化学工業㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25
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フィプロニル 19561
カルボスルファン・
フィプロニル粒剤

日産ギャング粒剤 日産化学工業㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2015/3/23 1997/3/24

フィプロニル 20370
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

日産デラウスプリンス粒剤０６ 日産化学工業㈱ 0.60% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

フィプロニル 20373
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

日産デラウスプリンス粒剤１０ 日産化学工業㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

フィプロニル 19224 フィプロニル粒剤 日産プリンス粒剤 日産化学工業㈱ 1.00%
稲(箱育苗)/キャベツ/ブロッコ
リー

2014/4/24 1996/4/25

ジノテフラン 22545
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

日農アプライスタークル粒剤 日本農薬㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

フィプロニル 19971
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

日農アミスタープリンス粒剤 日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/27

イミダクロプリド 22043
イミダクロプリド・フ
ルベンジアミド水
和剤

日農セルオーフロアブル 日本農薬㈱ 2.00%
キャベツ/はくさい/レタス/ブロッ
コリー

2013/10/30 2007/10/31

ジノテフラン 22428
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシク
ラゾール粉粒剤

日農ビームアプロードスター
クル微粒剤Ｆ

日本農薬㈱ 0.35% 稲 2015/8/4 2009/8/5

ジノテフラン 22063
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシク
ラゾール粉剤

日農ビームアプロードスター
クル粉剤５ＤＬ

日本農薬㈱ 0.35% 稲 2013/11/27 2007/11/28

イミダクロプリド 21510
イミダクロプリド・ス
ピノサド・チアジニ
ル粒剤

日農ブイゲットアドマイヤース
ピノ箱粒剤

日本農薬㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/5/31 2005/6/1

ジノテフラン 22073
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

日農ブイゲットスタークル粒剤 日本農薬㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2013/12/11 2007/12/12

フィプロニル 19231
フィプロニル・イソ
プロチオラン粒剤

日農フジワンプリンス粒剤 日本農薬㈱ 1.00% 稲(箱育苗) 2014/4/24 1996/4/25

フィプロニル 19225 フィプロニル粒剤 日農プリンス粒剤 日本農薬㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25

アセタミプリド 20642 アセタミプリド液剤 日農モスピランＳＬ液剤 日本農薬㈱ 18.00%

かんきつ/キウイフルーツ/びわ/ばれ
いしょ/とうもろこし(子実)/未成熟とう
もろこし/てんさい/あずき/やまのいも
/やまのいも(むかご)/はくさい、ブロッ
コリー/キャベツ/だいこん/はつかだ
いこん/茶

2013/4/26 2001/4/27

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶ
どう/かき/小粒核果類/おうとう/びわ/い
ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ
ウイフルーツ/ゴレンシ/たらのき/ブルーベ
リー/アセロラ/パッションフルーツ/とうもろ
こし/ばれいしょ/やまのいも/やまのいも
(種芋栽培、むかご)/さんしょう(葉、果実)/
あずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物用)/ト
マト、ミニトマト/なす/ピーマン/とうがらし

アセタミプリド 19113
アセタミプリド水溶
剤

日農モスピラン水溶剤 日本農薬㈱ 20.00%

マト、ミニトマト/なす/ピーマン/とうがらし
類/キャベツ/カリフラワー/ブロッコリー/茎
ブロッコリー/はくさい/だいこん/はつかだ
いこん/わさびだいこん/かぶ/非結球あぶ
らな科葉菜類/なばな類/非結球メキャベ
ツ/メキャベツ/いちご/つるな、レモンバー
ム/セージ/バジル、タイム/マジョラム/オ
レガノ、はっか/パセリ/食用さくら(葉)/たま
ねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき/アスパラガス
/レタス/非結球レタス/オクラ/食用ぎく/食
用金魚草、食用プリムラ/食用ゆり/しょくよ
うほおずき/にら/てんさい/みつば/ほうれ
んそう、しゅんぎく/くきちしゃ、ふだんそう、
エンサイ/しそ/ふき/らっきょう/なずな、は
はこぐさ/セルリー/チャービル、ディル
(葉)/タラゴン/モロヘイヤ/アマランサス(茎
葉)/ヤングコーン/茶/ソルガム/飼料用と
うもろこし、まめ科牧草/いね科牧草/花き
類･観葉植物/つつじ類/まつ/やなぎ/たば
こ

2013/11/27 1995/11/28

アセタミプリド 19115 アセタミプリド粒剤 日農モスピラン粒剤 日本農薬㈱ 2.00%

ぶどう/かんきつ（苗木）/キャベツ/は
くさい/ブロッコリー/非結球あぶらな科
葉菜類、だいこん/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/ピーマン/なす/トマト、ミニトマ
ト/いちご/レタス/非結球レタス/ばれ
いしょ/わけぎ、あさつき/ねぎ/えだま
め/ふき/セルリー/ひこしまはるな/さ
といも/こんにゃく/ストック/きく/つつじ

2013/11/27 1995/11/28
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アセタミプリド 22584
アセタミプリド水溶
剤

日農モスピラン顆粒水溶剤 日本農薬㈱ 20.00%

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶ
どう/かき/小粒核果類/おうとう/びわ/い
ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ
ウイフルーツ/ゴレンシ/たらのき/ブルーベ
リー/アセロラ/パッションフルーツ/とうもろ
こし/ばれいしょ/やまのいも/やまのいも
(種芋栽培、むかご)/さんしょう(葉、果実)/
あずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物用)/ト
マト、ミニトマト/なす/ピーマン/とうがらし
類/キャベツ/カリフラワー/ブロッコリー/茎
ブロッコリー/はくさい/だいこん/はつかだ
いこん/わさびだいこん/かぶ/非結球あぶ
らな科葉菜類/なばな類/非結球メキャベ
ツ/メキャベツ/いちご/つるな、レモンバー
ム/セージ/バジル、タイム/マジョラム/オ
レガノ、はっか/パセリ/食用さくら(葉)/たま
ねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき/アスパラガス
/レタス/非結球レタス/オクラ/食用ぎく/食
用ゆり/しょくようほおずき/にら/てんさい/
みつば/食用なでしこ、ほうれんそう、しゅ
んぎく/くきちしゃ、ふだんそう、エンサイ/し
そ/ふき/らっきょう/なずな、ははこぐさ/セ
ルリー/チャービル、ディル(葉)/タラゴン/
モロヘイヤ/アマランサス(茎葉)/ヤング
コーン/茶/ソルガム/飼料用とうもろこし、
まめ科牧草/いね科牧草/花き類･観葉植
物/つつじ類/まつ/やなぎ/たばこ

2013/2/16 2010/2/17

クロチアニジン 23033
クロチアニジン・ス
ピネトラム・イソチ
アニル・フラメトピ

箱いり娘粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2015/1/24 2012/1/25

フィプロニル 22966
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

北おろし箱粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2014/9/27 2011/9/28

ジノテフラン 20834
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治Ｄｒ．オリゼスタークル箱
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 22417
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治Ｄｒ．オリゼスタークル箱
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2015/7/21 2009/7/22

ジノテフラン 23077
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治Ｄｒ．オリゼスタークル箱
粒剤ＯＳ

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

12.00% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

クロチアニジン 21225
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒剤

明治ダントツオリゼメート１０
箱粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.50% 稲(箱育苗) 2013/1/27 2004/1/28

ジノテフラン 21498
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治ビルダースタークル箱粒
剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

ジノテフラン 21227
ジノテフラン・プロ
ベナゾール水和剤

明治側条オリゼメートスターク
ル顆粒水和剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

4.00% 稲 2013/1/27 2004/1/28

ジノテフラン 22107
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

嵐スタークル箱粒剤 日産化学工業㈱ 2.00% 稲(箱育苗) 2014/2/5 2008/2/6

ジノテフラン 22109
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

嵐スタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.00% 稲(箱育苗) 2014/2/5 2008/2/6
サストロビン粒剤 ㈱

ジノテフラン 21884
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

嵐スタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.67% 稲 2013/2/6 2008/2/6

クロチアニジン 21750
クロチアニジン・オ
リサストロビン粒剤

嵐ダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.50% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16

イミダクロプリド 22024
イミダクロプリド・
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンスアドマイヤー箱粒
剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

フィプロニル 22024
イミダクロプリド・
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンスアドマイヤー箱粒
剤

ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

フィプロニル 22792
ピメトロジン・フィプ
ロニル・オリサスト
ロビン粒剤

嵐プリンスチェス箱粒剤
ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2013/10/12 2010/10/13

フィプロニル 21751
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンス箱粒剤１０
ＢＡＳＦジャパン
㈱

1.00% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16

フィプロニル 21752
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンス箱粒剤６
ＢＡＳＦジャパン
㈱

0.60% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■アセタミプリド（製品名五十音順）■アセタミプリド（製品名五十音順）■アセタミプリド（製品名五十音順）■アセタミプリド（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

アセタミプリド 22952

アセタミプリド・
フェンプロパトリ
ン・チオファネート
メチル水和剤

ＧＦモストップジンＲスプレー 住友化学園芸㈱ 0.005%
きゅうり/なす/トマト/花き類･観葉植
物

2014/8/2 2011/8/3

アセタミプリド 19939
アセタミプリド水
溶剤

イールダーＳＧ 日本曹達㈱ 30.000% 芝 2013/4/7 1998/4/8

アセタミプリド 20789
アセタミプリド複
合肥料

カダン殺虫肥料 フマキラー㈱ 0.600%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)

2014/4/9 2002/4/10

アセタミプリド 23179
アセタミプリド・ペ
ンチオピラド水和

マイテミンスプレー 日本曹達㈱ 0.005%
きゅうり/なす、トマト/花き類･観葉植
物

2015/12/4 2012/12/5

アセタミプリド 20330 アセタミプリド液 マツグリーン液剤 日本曹達㈱ 20.000% まつ(生立木)/つつじ類/さくら 2015/2/7 2000/2/8
アセタミプリド 20838 アセタミプリド液 マツグリーン液剤２ 日本曹達㈱ 2.000% まつ(生立木)/樹木類/ばら/くり 2014/5/16 2002/5/17

アセタミプリド 22951

アセタミプリド・
フェンプロパトリ
ン・チオファネート
メチル水和剤

モストップジンＲスプレー 日本曹達㈱ 0.005%
きゅうり/なす/トマト/花き類･観葉植
物

2014/8/2 2011/8/3

アセタミプリド 20386
アセタミプリド・チ
オファネートメチ
ルエアゾル

モスピラン・トップジンＭエア
ゾール

日本曹達㈱ ― ― 2000/5/15 2012/5/15

アセタミプリド 21309
アセタミプリド・チ
オファネートメチ
ル水和剤

モスピラン・トップジンＭスプ
レー

日本曹達㈱ 0.005%
きゅうり/トマト/なす/花き類･観葉植
物

2013/8/3 2004/8/4

アセタミプリド 20641
アセタミプリド液
剤

モスピランＳＬ液剤 日本曹達㈱ 18.000%

かんきつ/キウイフルーツ/びわ/ばれ
いしょ/とうもろこし(子実)/未成熟とう
もろこし/てんさい/あずき/やまのいも
/やまのいも(むかご)/はくさい、ブロッ
コリー/キャベツ/だいこん/はつかだ
いこん/茶

2013/4/26 2001/4/27

アセタミプリド 19326
アセタミプリドくん
煙剤

モスピランジェット 日本曹達㈱ 15.000%

メロン/きゅうり/ピーマン/すいか/なす
/トマト、ミニトマト/いちご/ズッキー
ニ、ズッキーニ(花)/アスパラガス/みょ
うが(花穂、茎葉)/みかん/ぶどう/アセ
ロラ/花き類･観葉植物

2014/9/9 1996/9/10

アセタミプリド 19742
アセタミプリド液
剤

モスピランスプレー 日本曹達㈱ 0.005%
うめ/かんきつ/きゅうり/トマト/なす/
きく、ばら/ペチュニア/ゆり

2012/10/20 1997/10/21

アセタミプリド 22369
アセタミプリド粒
剤

モスピランワン粒剤 日本曹達㈱ 1.000%

きゅうり/かぼちゃ/すいか/はくさい、
ブロッコリー/キャベツ/なす/トマト、ミ
ニトマト/ピーマン/いちご/花き類･観

2015/5/12 2009/5/13アセタミプリド 22369
剤

モスピランワン粒剤 日本曹達㈱ 1.000%
ニトマト/ピーマン/いちご/花き類･観
葉植物

2015/5/12 2009/5/13

アセタミプリド 20102
アセタミプリド液
剤

モスピラン液剤 日本曹達㈱ 2.000%

かき/うめ/かんきつ/トマト、なす/きゅ
うり/はくさい/キャベツ/きく/ばら、ペ
チュニア、ゆり/つつじ類/つばき類/い
ぬまき

2013/12/10 1998/12/11

アセタミプリド 19112
アセタミプリド水
溶剤

モスピラン水溶剤 日本曹達㈱ 20.000%

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶ
どう/かき/小粒核果類/おうとう/びわ/い
ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ
ウイフルーツ/ゴレンシ/たらのき/ブルー
ベリー/アセロラ/パッションフルーツ/とう
もろこし/ばれいしょ/やまのいも/やまの
いも(種芋栽培、むかご)/さんしょう(葉、果
実)/あずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すい
か/かぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物
用)/トマト、ミニトマト/なす/ピーマン/とう
がらし類/キャベツ/カリフラワー/ブロッコ
リー/茎ブロッコリー/はくさい/だいこん/
はつかだいこん/わさびだいこん/かぶ/非
結球あぶらな科葉菜類/なばな類/非結球
メキャベツ/メキャベツ/いちご/つるな、レ
モンバーム/セージ/バジル、タイム/マ
ジョラム/オレガノ、はっか/パセリ/食用さ
くら(葉)/たまねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき
/アスパラガス/レタス/非結球レタス/オク
ラ/食用ぎく/食用金魚草、食用プリムラ/
食用ゆり/しょくようほおずき/にら/てんさ
い/みつば/ほうれんそう、しゅんぎく/くき
ちしゃ、ふだんそう、エンサイ/しそ/ふき/
らっきょう/なずな、ははこぐさ/セルリー/
チャービル、ディル(葉)/タラゴン/モロヘイ
ヤ/アマランサス(茎葉)/ヤングコーン/茶/
ソルガム/飼料用とうもろこし、まめ科牧草
/いね科牧草/花き類･観葉植物/つつじ類
/まつ/やなぎ/たばこ

2013/11/27 1995/11/28

アセタミプリド 19114
アセタミプリド粒
剤

モスピラン粒剤 日本曹達㈱ 2.000%

ぶどう/かんきつ（苗木）/キャベツ/は
くさい/ブロッコリー/非結球あぶらな科
葉菜類、だいこん/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/ピーマン/なす/トマト、ミニトマ
ト/いちご/レタス/非結球レタス/ばれ
いしょ/わけぎ、あさつき/ねぎ/えだま
め/ふき/セルリー/ひこしまはるな/さ
といも/こんにゃく/ストック/きく/つつじ
類/たばこ

2013/11/27 1995/11/28
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アセタミプリド 22583
アセタミプリド水
溶剤

モスピラン顆粒水溶剤 日本曹達㈱ 20.000%

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶ
どう/かき/小粒核果類/おうとう/びわ/い
ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ
ウイフルーツ/ゴレンシ/たらのき/ブルー
ベリー/アセロラ/パッションフルーツ/とう
もろこし/ばれいしょ/やまのいも/やまの
いも(種芋栽培、むかご)/さんしょう(葉、果
実)/あずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すい
か/かぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物
用)/トマト、ミニトマト/なす/ピーマン/とう
がらし類/キャベツ/カリフラワー/ブロッコ
リー/茎ブロッコリー/はくさい/だいこん/
はつかだいこん/わさびだいこん/かぶ/非
結球あぶらな科葉菜類/なばな類/非結球
メキャベツ/メキャベツ/いちご/つるな、レ
モンバーム/セージ/バジル、タイム/マ
ジョラム/オレガノ、はっか/パセリ/食用さ
くら(葉)/たまねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき
/アスパラガス/レタス/非結球レタス/オク
ラ/食用ぎく/食用ゆり/しょくようほおずき/
にら/てんさい/みつば/食用なでしこ、ほ
うれんそう、しゅんぎく/くきちしゃ、ふだん
そう、エンサイ/しそ/ふき/らっきょう/なず
な、ははこぐさ/セルリー/チャービル、ディ
ル(葉)/タラゴン/モロヘイヤ/アマランサス
(茎葉)/ヤングコーン/茶/ソルガム/飼料
用とうもろこし、まめ科牧草/いね科牧草/
花き類･観葉植物/つつじ類/まつ/やなぎ
/たばこ

2013/2/16 2010/2/17

アセタミプリド 21693
アセタミプリド複
合肥料

レインボーフラワーＥＸ 住化グリーン㈱ 0.035%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)

2015/4/9 2006/4/10

アセタミプリド 23094
アセタミプリド複
合肥料

レインボーフラワーＥＸⅡ レインボー薬品㈱ 0.035%
花き類･観葉植物(ポット･プランター等
の容器栽培)

2015/6/24 2012/6/25

アセタミプリド 19327
アセタミプリドくん
煙剤

新富士モスピランジェット 新富士化成薬㈱ 15.000%

メロン/きゅうり/ピーマン/すいか/なす
/トマト、ミニトマト/いちご/ズッキー
ニ、ズッキーニ(花)/アスパラガス/みょ
うが(花穂、茎葉)/みかん/ぶどう/アセ
ロラ/花き類･観葉植物

2014/9/9 1996/9/10

アセタミプリド 20642
アセタミプリド液
剤

日農モスピランＳＬ液剤 日本農薬㈱ 18.000%

かんきつ/キウイフルーツ/びわ/ばれ
いしょ/とうもろこし(子実)/未成熟とう
もろこし/てんさい/あずき/やまのいも
/やまのいも(むかご)/はくさい、ブロッ
コリー/キャベツ/だいこん/はつかだ
いこん/茶

2013/4/26 2001/4/27

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶ
どう/かき/小粒核果類/おうとう/びわ/い
ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ

アセタミプリド 19113
アセタミプリド水
溶剤

日農モスピラン水溶剤 日本農薬㈱ 20.000%

ちじく/かりん/あけび(果実)/マンゴー/キ
ウイフルーツ/ゴレンシ/たらのき/ブルー
ベリー/アセロラ/パッションフルーツ/とう
もろこし/ばれいしょ/やまのいも/やまの
いも(種芋栽培、むかご)/さんしょう(葉、果
実)/あずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すい
か/かぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物
用)/トマト、ミニトマト/なす/ピーマン/とう
がらし類/キャベツ/カリフラワー/ブロッコ
リー/茎ブロッコリー/はくさい/だいこん/
はつかだいこん/わさびだいこん/かぶ/非
結球あぶらな科葉菜類/なばな類/非結球
メキャベツ/メキャベツ/いちご/つるな、レ
モンバーム/セージ/バジル、タイム/マ
ジョラム/オレガノ、はっか/パセリ/食用さ
くら(葉)/たまねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき
/アスパラガス/レタス/非結球レタス/オク
ラ/食用ぎく/食用金魚草、食用プリムラ/
食用ゆり/しょくようほおずき/にら/てんさ
い/みつば/ほうれんそう、しゅんぎく/くき
ちしゃ、ふだんそう、エンサイ/しそ/ふき/
らっきょう/なずな、ははこぐさ/セルリー/
チャービル、ディル(葉)/タラゴン/モロヘイ
ヤ/アマランサス(茎葉)/ヤングコーン/茶/
ソルガム/飼料用とうもろこし、まめ科牧草
/いね科牧草/花き類･観葉植物/つつじ類
/まつ/やなぎ/たばこ

2013/11/27 1995/11/28

アセタミプリド 19115
アセタミプリド粒
剤

日農モスピラン粒剤 日本農薬㈱ 2.000%

ぶどう/かんきつ（苗木）/キャベツ/は
くさい/ブロッコリー/非結球あぶらな科
葉菜類、だいこん/きゅうり/すいか/か
ぼちゃ/ピーマン/なす/トマト、ミニトマ
ト/いちご/レタス/非結球レタス/ばれ
いしょ/わけぎ、あさつき/ねぎ/えだま
め/ふき/セルリー/ひこしまはるな/さ
といも/こんにゃく/ストック/きく/つつじ
類/たばこ

2013/11/27 1995/11/28

25



アセタミプリド 22584
アセタミプリド水
溶剤

日農モスピラン顆粒水溶剤 日本農薬㈱ 20.000%

かんきつ/りんご/なし/もも/ネクタリン
/ぶどう/かき/小粒核果類/おうとう/
びわ/いちじく/かりん/あけび(果実)/
マンゴー/キウイフルーツ/ゴレンシ/た
らのき/ブルーベリー/アセロラ/パッ
ションフルーツ/とうもろこし/ばれい
しょ/やまのいも/やまのいも(種芋栽
培、むかご)/さんしょう(葉、果実)/あ
ずき/豆類(未成熟)/きゅうり/すいか/
かぼちゃ/メロン/にがうり/うり類(漬物
用)/トマト、ミニトマト/なす/ピーマン/
とうがらし類/キャベツ/カリフラワー/
ブロッコリー/茎ブロッコリー/はくさい/
だいこん/はつかだいこん/わさびだい
こん/かぶ/非結球あぶらな科葉菜類/
なばな類/非結球メキャベツ/メキャベ
ツ/いちご/つるな、レモンバーム/セー
ジ/バジル、タイム/マジョラム/オレガ
ノ、はっか/パセリ/食用さくら(葉)/たま
ねぎ/ねぎ/わけぎ、あさつき/アスパラ
ガス/レタス/非結球レタス/オクラ/食
用ぎく/食用ゆり/しょくようほおずき/
にら/てんさい/みつば/食用なでしこ、
ほうれんそう、しゅんぎく/くきちしゃ、
ふだんそう、エンサイ/しそ/ふき/らっ
きょう/なずな、ははこぐさ/セルリー/
チャービル、ディル(葉)/タラゴン/モロ
ヘイヤ/アマランサス(茎葉)/ヤング
コーン/茶/ソルガム/飼料用とうもろこ
し、まめ科牧草/いね科牧草/花き類･

2013/2/16 2010/2/17
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■イミダクロプリド（製品名五十音順）■イミダクロプリド（製品名五十音順）■イミダクロプリド（製品名五十音順）■イミダクロプリド（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

イミダクロプリド 20878
イミダクロプリド・
スピノサド・カルプ
ロパミド粒剤

ＤＡＳウィンアドマイヤースピノ
箱粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 2002/8/29 2008/8/29

イミダクロプリド 21493
イミダクロプリド・
トリシクラゾール

ＤＡＳパワーリード箱粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 20197
イミダクロプリド・
トリシクラゾール

ＤＡＳビームアドマイヤー粒剤 ダウケミカル 2.000% 稲(箱育苗) 2014/6/30 1999/6/29

イミダクロプリド 21509
イミダクロプリド・
スピノサド・チアジ
ニル粒剤

ＤＡＳブイゲットアドマイヤース
ピノ箱粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/5/31 2005/6/1

イミダクロプリド 20684
イミダクロプリド・
メトキシフェノジ
ド・ペンシクロン粉

ＤＡＳモンセレンランナーＡＤ
粉剤ＤＬ

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 2001/8/30 2010/8/30

イミダクロプリド 21482
イミダクロプリド・
プロベナゾール

Ｄｒ．オリゼアドマイヤー箱粒
剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

イミダクロプリド 21273
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンスアドマイ
ヤー粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

イミダクロプリド 21967
イミダクロプリド液
剤

ＨＪブルースカイＡＬ
㈱　ハイポネック
ス　ジャパン

0.005%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2013/5/22 2007/5/23

イミダクロプリド 22047
イミダクロプリド粒
剤

ＨＪブルースカイ粒剤
㈱　ハイポネック
ス　ジャパン

0.500%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2013/10/30 2007/10/31

イミダクロプリド 21800
イミダクロプリド液
剤

アースガーデンＣ アース製薬㈱ 0.005%
花き類･観葉植物/ポインセチア/つつ
じ類

2015/10/3 2006/10/4

イミダクロプリド 21340
イミダクロプリドエ
アゾル

アースガーデンＱ アース製薬㈱ 0.025% きく、デージー、ばら、ゆり 2013/8/12 2004/8/13

イミダクロプリド 18218
イミダクロプリド粒
剤

アドマイヤー１粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.000%

稲/かんきつ(苗木)/豆類(種実)/豆類
(未成熟)/きゅうり/ズッキーニ/すいか
/メロン/かぼちゃ/にがうり/まくわうり
/トマト、ミニトマト/ピーマン、とうがらし
類/なす/わけぎ、あさつき/ねぎ/はく
さい/キャベツ/ブロッコリー/レタス/だ
いこん/非結球あぶらな科葉菜類/な
ばな類/ほうれんそう、かぶ/ごぼう/い
ちご/パセリ/こんにゃく/さといも、さと
いも(葉柄)、ばれいしょ/れんこん/か
んしょ/やまのいも/やまのいも(むか
ご)/にら/じゅんさい/花き類･観葉植
物/ポインセチア/樹木類/たばこ

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 22132
イミダクロプリド粒
剤

アドマイヤーＣＲ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.500%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2014/3/4 2008/3/5

イミダクロプリド 18562
イミダクロプリド水
和剤

アドマイヤーフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.000%

びわ/なし/もも/あんず/ぶどう/かん
きつ/キウイフルーツ/いちょう(種子)/
アセロラ/ピタヤ/とうもろこし/ヤング
コーン/アマランサス(茎葉)/キノア/
キャベツ/はくさい/ブロッコリー/畑わ
さび/わさび/だいこん/非結球あぶら
な科葉菜類/非結球メキャベツ、メキャ
ベツ、非結球レタス/レタス/葉ごぼう/
ごぼう/ほうれんそう/ふだんそう、エン
ダイブ/ねぎ/わけぎ、あさつき/モロヘ
イヤ/くわい/れんこん/せり科葉菜類/
せり科葉菜類/きゅうり/メロン/なす/
かぼちゃ/ズッキーニ/すいか/ピーマ
ン/トマト、ミニトマト/オクラ/しそ科葉
菜類/しそ(花穂)/ふき/ふき(ふきのと
う)/アスパラガス/やなぎたで/未成熟
そらまめ/はまぼうふう(葉)/さんしょう
(葉)/食用さくら(葉)/食用プリムラ/食
用ぎく/きく(葉)/花き類･観葉植物/つ
つじ類/ポインセチア/デイゴ

2014/12/23 1993/12/24

イミダクロプリド 18211
イミダクロプリド水
和剤

アドマイヤー水和剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

10.000%

りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶどう/
かき/うめ、すもも/くり/マンゴー/稲/
稲(箱育苗)/ばれいしょ/きゅうり/すい
か/メロン/にがうり/トマト/なす/ピー
マン/てんさい/茶/たばこ/ぶどう/湛

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18213
イミダクロプリド粒
剤

アドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18221
イミダクロプリド粉
剤

アドマイヤー粉剤ＤＬ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.250%
稲/れんこん/水田作物､畑作物(休耕
田)

2013/11/3 1992/11/4
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イミダクロプリド 20342
イミダクロプリド水
和剤

アドマイヤー顆粒水和剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

50.000%

稲(箱育苗)/小麦/かんきつ/げっきつ/
りんご/うめ、すもも/なし/もも/ネクタ
リン/ぶどう/かき/マンゴー/パッション
フルーツ/アテモヤ/なす/ピーマン、と
うがらし類/トマト、ミニトマト/きゅうり/
すいか/ズッキーニ/メロン/うり類(漬
物用)/にがうり/なばな/とうもろこし/
ばれいしょ/さといも(葉柄)/さといも/
てんさい/みょうが(花穂、茎葉)/すい
ぜんじな/かんしょ/にんじん/みしまさ
いこ/豆類(未成熟)/やまのいも/ねぎ/
はくさい/キャベツ/レタス/豆類(種
実)/ほうれんそう/かぶ/たまねぎ/み
つば/かぼちゃ/アスパラガス/こん
にゃく/茶/きく/乾田直播水稲/湛水直
播水稲

2015/4/19 2000/4/20

イミダクロプリド 21706
イミダクロプリド液
剤

アブラムシムシＡＬ レインボー薬品㈱ 0.005%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2015/5/9 2006/5/10

イミダクロプリド 20146
イミダクロプリド・
アゾキシストロビ
ン粒剤

アミスターアドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1999/1/14 2009/12/3

イミダクロプリド 20293

イミダクロプリド・
カルプロパミド・チ
フルザミド・ダイム
ロン粒剤

ウィンアドマイヤーグレー
タム箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/12/9 1999/12/10

イミダクロプリド 20877
イミダクロプリド・
スピノサド・カルプ
ロパミド粒剤

ウィンアドマイヤースピノ箱粒
剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2002/8/29 2011/8/29

イミダクロプリド 21197
イミダクロプリド・
フィプロニル・カル
プロパミド粒剤

ウィンアドマイヤープリンス箱
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/1/7 2010/1/7

イミダクロプリド 19836
イミダクロプリド・
カルプロパミド粒

ウィンアドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2012/12/21 1997/12/22

イミダクロプリド 20820
イミダクロプリド・
カルプロパミド水
和剤

ウィンアドマイヤー顆粒水和
剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.000% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

イミダクロプリド 21037
イミダクロプリド・
プロベナゾール
複合肥料

オリゼメートアドマイヤー入り
複合燐加安２６４

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.050% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 21039
イミダクロプリド・
プロベナゾール
複合肥料

オリゼメートアドマイヤー入り
複合燐加安８６４

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.050% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 21360
イミダクロプリド・
プロベナゾール
水和剤

オリゼメートアドマイヤー顆粒
水和剤剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/10/6 2007/10/6

イミダクロプリド 22871
イミダクロプリド・
スピノサド水和剤

ガードナーフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

10.000%
稲(箱育苗)/キャベツ/はくさい/レ
タス/ブロッコリー

2014/2/1 2011/2/2

イミダクロプリド 20160
イミダクロプリド粉
末

ガウチョＶＭ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

70.000% てんさい 2014/3/2 1999/3/3

イミダクロプリド 21042
イミダクロプリド粉
末

ガウチョＷＳ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

70.000% とうもろこし 2015/4/7 2003/4/8

イミダクロプリド 22374
イミダクロプリド・
エチプロール粒

キラップＡＤ粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.800% 稲 2015/5/12 2009/5/13

イミダクロプリド 18220
イミダクロプリド粒
剤

クミアイアドマイヤー１粒剤
クミアイ化学工業
㈱

1.000%

稲/かんきつ(苗木)/豆類(種実)/豆類
(未成熟)/きゅうり/ズッキーニ/すいか
/メロン/かぼちゃ/にがうり/まくわうり
/トマト、ミニトマト/ピーマン、とうがらし
類/なす/わけぎ、あさつき/ねぎ/はく
さい/キャベツ/ブロッコリー/レタス/だ
いこん/非結球あぶらな科葉菜類/な
ばな類/ほうれんそう、かぶ/ごぼう/い
ちご/パセリ/こんにゃく/さといも、さと
いも(葉柄)、ばれいしょ/れんこん/か
んしょ/やまのいも/やまのいも(むか
ご)/にら/じゅんさい/花き類･観葉植
物/ポインセチア/樹木類/たばこ

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18563
イミダクロプリド水
和剤

クミアイアドマイヤーフロアブ
ル

クミアイ化学工業
㈱

20.000%

びわ/なし/もも/あんず/ぶどう/かん
きつ/キウイフルーツ/いちょう(種子)/
アセロラ/ピタヤ/とうもろこし/ヤング
コーン/アマランサス(茎葉)/キノア/
キャベツ/はくさい/ブロッコリー/畑わ
さび/わさび/だいこん/非結球あぶら
な科葉菜類/非結球メキャベツ、メキャ
ベツ、非結球レタス/レタス/葉ごぼう/
ごぼう/ほうれんそう/ふだんそう、エン
ダイブ/ねぎ/わけぎ、あさつき/モロヘ
イヤ/くわい/れんこん/せり科葉菜類/
せり科葉菜類/きゅうり/メロン/なす/
かぼちゃ/ズッキーニ/すいか/ピーマ
ン/トマト、ミニトマト/オクラ/しそ科葉
菜類/しそ(花穂)/ふき/ふき(ふきのと
う)/アスパラガス/やなぎたで/未成熟
そらまめ/はまぼうふう(葉)/さんしょう
(葉)/食用さくら(葉)/食用プリムラ/食
用ぎく/きく(葉)/花き類･観葉植物/つ

2014/12/23 1993/12/24
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イミダクロプリド 18212
イミダクロプリド水
和剤

クミアイアドマイヤー水和剤
クミアイ化学工業
㈱

10.000%

りんご/なし/もも/ネクタリン/ぶどう/
かき/うめ、すもも/くり/マンゴー/稲/
稲(箱育苗)/ばれいしょ/きゅうり/すい
か/メロン/にがうり/トマト/なす/ピー
マン/てんさい/茶/たばこ/ぶどう/湛

2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18216
イミダクロプリド粒
剤

クミアイアドマイヤー箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18223
イミダクロプリド粉
剤

クミアイアドマイヤー粉剤ＤＬ
クミアイ化学工業
㈱

― ― 1992/11/4 2004/11/4

イミダクロプリド 20343
イミダクロプリド水
和剤

クミアイアドマイヤー顆粒水
和剤

クミアイ化学工業
㈱

50.000%

稲(箱育苗)/小麦/かんきつ/げっきつ/
りんご/うめ、すもも/なし/もも/ネクタ
リン/ぶどう/かき/マンゴー/パッション
フルーツ/アテモヤ/なす/ピーマン、と
うがらし類/トマト、ミニトマト/きゅうり/
すいか/ズッキーニ/メロン/うり類(漬
物用)/にがうり/なばな/とうもろこし/
ばれいしょ/さといも(葉柄)/さといも/
てんさい/みょうが(花穂、茎葉)/すい
ぜんじな/かんしょ/にんじん/みしまさ
いこ/豆類(未成熟)/やまのいも/ねぎ/
はくさい/キャベツ/レタス/豆類(種
実)/ほうれんそう/かぶ/たまねぎ/み
つば/かぼちゃ/アスパラガス/こん
にゃく/茶/きく/乾田直播水稲/湛水直
播水稲

2015/4/19 2000/4/20

イミダクロプリド 21307
イミダクロプリド・
アゾキシストロビ
ン粒剤

クミアイアミスターアドマイ
ヤー箱粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/7/20 2004/7/21

イミダクロプリド 21038
イミダクロプリド・
プロベナゾール
複合肥料

くみあいオリゼメートアドマイ
ヤー入り複合燐加安２６４

コープケミカル㈱ 0.050% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 21040
イミダクロプリド・
プロベナゾール
複合肥料

くみあいオリゼメートアドマイ
ヤー入り複合燐加安８６４

コープケミカル㈱ 0.050% 稲 2015/3/9 2003/3/10

イミダクロプリド 23129
イミダクロプリド・
プロベナゾール
複合肥料

くみあいコープガードＷ一発８
２０

コープケミカル㈱ 0.050% 稲 2015/10/9 2012/10/10

イミダクロプリド 21488
イミダクロプリド・
スピノサド・トリシ
クラゾール粒剤

クミアイパワーリードスピノ箱
粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 21491
イミダクロプリド・
トリシクラゾール

クミアイパワーリード箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 20874
イミダクロプリド・
スピノサド・トリシ
クラゾール粒剤

クミアイビームアドマイヤース
ピノ箱粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/8/28 2002/8/29

イミダクロプリド 18474
イミダクロプリド・
トリシクラゾール

クミアイビームアドマイヤー粒
剤

クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/11/7 1993/11/8

イミダクロプリド 18483
イミダクロプリド・
ＥＤＤＰ粉剤

クミアイヒノザンアドマイヤー
粉剤ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 18486
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・ＥＤＤＰ粉

クミアイヒノバイアドマイヤー
粉剤ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 21410

イミダクロプリド・
スピノサド・チフル
ザミド・トリシクラ
ゾール粒剤

クミアイフルサポート箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/1 2004/11/2

イミダクロプリド 18478
イミダクロプリド・
ペンシクロン粉剤

クミアイモンセレンアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 22704
イミダクロプリド・
イソチアニル粒剤

クミアイルーチンアドマイヤー
箱粒剤

クミアイ化学工業
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

イミダクロプリド 18488
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・フサライ
ド・ＥＤＤＰ粉剤

クレハヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

呉羽化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 23039

イミダクロプリド・
スピノサド・イソチ
アニル・チフルザ
ミド粒剤

シャリオ箱粒剤 日産化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2015/1/24 2012/1/25

イミダクロプリド 19917
イミダクロプリド複
合肥料

スミスマイル００９ 住友化学工業㈱ ― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 19919
イミダクロプリド複
合肥料

スミスマイルＳＲ 住友化学工業㈱ ― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 20147
イミダクロプリド・
アゾキシストロビ
ン粒剤

ゼネカ・アミスターアドマイ
ヤー箱粒剤

シンジェンタ　ジャ
パン㈱

― ― 1999/1/14 2011/1/14

イミダクロプリド 18476
イミダクロプリド・
トリシクラゾール

ダウ・エランコビームアドマイ
ヤー粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 1993/11/8 1999/8/18

イミダクロプリド 23016
イミダクロプリド・
フルベンジアミド
水和剤

タフスティンガーフロアブル 日本農薬㈱ 25.000% 芝 2014/12/13 2011/12/14

イミダクロプリド 23017
イミダクロプリド・
フルベンジアミド
水和剤

タフバリアＤＸフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

25.000% 芝 2014/12/13 2011/12/14

イミダクロプリド 20664
イミダクロプリド水
和剤

タフバリアフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.000% 芝/つつじ類/かえで 2013/8/15 2001/8/16

イミダクロプリド 21481
イミダクロプリド粒
剤

タフバリア粒剤０．５
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.500% 芝 2014/4/5 2005/4/6

イミダクロプリド 20244
イミダクロプリド・
シフルトリン液剤

テガール液剤ＡＬ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.005% きく、ばら/つつじ類/つつじ類 2014/9/26 1999/9/27

イミダクロプリド 20294

イミダクロプリド・
カルプロパミド・チ
フルザミド・ダイム
ロン粒剤

ハースウィンアドマイヤーグ
レータム箱粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

― ― 1999/12/10 2008/12/10
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イミダクロプリド 21275
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエル　Ｄｒ．オリゼプリンス
アドマイヤー粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

イミダクロプリド 19918
イミダクロプリド複
合肥料

バイエルスミスマイル００９
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 19920
イミダクロプリド複
合肥料

バイエルスミスマイルＳＲ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1998/2/10 2004/2/10

イミダクロプリド 22044
イミダクロプリド・
フルベンジアミド
水和剤

バイエルセルオーフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000%
キャベツ/はくさい/レタス/ブロッ
コリー

2013/10/30 2007/10/31

イミダクロプリド 21489
イミダクロプリド・
スピノサド・トリシ
クラゾール粒剤

バイエルパワーリードスピノ
箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2005/4/27 2009/12/3

イミダクロプリド 20876
イミダクロプリド・
スピノサド・トリシ
クラゾール粒剤

バイエルビームアドマイヤー
スピノ箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/8/28 2002/8/29

イミダクロプリド 18475
イミダクロプリド・
トリシクラゾール

バイエルビームアドマイヤー
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/11/7 1993/11/8

イミダクロプリド 18487
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・フサライ
ド・ＥＤＤＰ粉剤

バイエルヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1993/11/8 2011/11/8

イミダクロプリド 21054
イミダクロプリド・
チアジニル粒剤

バイエルブイゲットアドマイ
ヤー粒剤

バイエルクロップ
サイエンス

― ― 2003/4/11

イミダクロプリド 21760

イミダクロプリド・
スピノサド・チフル
ザミド・トリシクラ
ゾール粒剤

バイエルフルサポート箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2006/9/6 2009/9/6

イミダクロプリド 21490
イミダクロプリド・
スピノサド・トリシ
クラゾール粒剤

パワーリードスピノ箱粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

イミダクロプリド 21492
イミダクロプリド・
トリシクラゾール

パワーリード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2005/4/27 2009/12/3

イミダクロプリド 20875
イミダクロプリド・
スピノサド・トリシ
クラゾール粒剤

ビームアドマイヤースピノ箱
粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/8/28 2002/8/29

イミダクロプリド 18480
イミダクロプリド・
ＥＤＤＰ粉剤

ヒノザンアドマイヤー粉剤ＤＬ
日本バイエルア
グロケム㈱

― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 18485
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・ＥＤＤＰ粉

ヒノバイアドマイヤー粉剤ＤＬ
日本バイエルア
グロケム㈱

― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 21484
イミダクロプリド・
プロベナゾール

ビルダーアドマイヤー箱粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

イミダクロプリド 22022
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ビルダープリンスアドマイヤー
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

イミダクロプリド 21508
イミダクロプリド・
スピノサド・チアジ
ニル粒剤

ブイゲットアドマイヤースピノ
箱粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/5/31 2005/6/1

イミダクロプリド 21356
イミダクロプリド・
チアジニル・フラメ
トピル粒剤

ブイゲットアドマイヤーリン
バー粒剤

日本農薬㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/9/21 2004/9/22

イミダクロプリド 21053
イミダクロプリド・
チアジニル粒剤

ブイゲットアドマイヤー粒剤 日本農薬㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2015/4/10 2003/4/11

イミダクロプリド 22027
イミダクロプリド・
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンスアドマイ
ヤー粒剤

日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

イミダクロプリド 19005
イミダクロプリド液
剤

ブルースカイＡＬ
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.005%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2013/5/30 1995/5/31

イミダクロプリド 20646
イミダクロプリド複
合肥料

ブルースカイスティック
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2001/6/11 2010/6/11

イミダクロプリド 20556
イミダクロプリドエ
アゾル

ブルースカイスプレー
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.025% きく、デージー、ばら、ゆり 2012/12/25 2000/12/26

イミダクロプリド 19125
イミダクロプリド粒
剤

ブルースカイ粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.500%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2013/12/26 1995/12/27

イミダクロプリド 21411

イミダクロプリド・
スピノサド・チフル
ザミド・トリシクラ
ゾール粒剤

フルサポート箱粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/1 2004/11/2

イミダクロプリド 20647
イミダクロプリド複
合肥料

プロパドスティック
㈱　ハイポネック
ス　ジャパン

― ― 2001/6/11 2010/6/11

イミダクロプリド 21483
イミダクロプリド・
プロベナゾール

ホクコーＤｒ．オリゼアドマイ
ヤー箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

イミダクロプリド 21274
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンスア
ドマイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

イミダクロプリド 21579
アセフェート・イミ
ダクロプリド水和

ホクコーオルトランアドマイ
ヤー顆粒水和剤

北興化学工業㈱ 10.000% てんさい/ばれいしょ/かんきつ/茶 2014/11/1 2005/11/2

イミダクロプリド 21485
イミダクロプリド・
プロベナゾール

ホクコービルダーアドマイ
ヤー箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2005/4/6

イミダクロプリド 22023
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダープリンスアド
マイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

イミダクロプリド 21966
イミダクロプリド液
剤

ホクコーブルースカイＡＬ 北興化学工業㈱ 0.005%
キャベツ/レタス/非結球レタス/ほうれ
んそう/きゅうり/トマト/しそ/花き類･観
葉植物/ポインセチア/つつじ類

2013/5/22 2007/5/23
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イミダクロプリド 22046
イミダクロプリド粒
剤

ホクコーブルースカイ粒剤 北興化学工業㈱ 0.500%
きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/ピーマ
ン、とうがらし類/パセリ/花き類･観葉
植物/ポインセチア/ばら

2013/10/30 2007/10/31

イミダクロプリド 22668
イミダクロプリド粒
剤

ホクサンアドマイヤー箱粒剤 ホクサン㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7

イミダクロプリド 22669
イミダクロプリド水
和剤

ホクサンアドマイヤー顆粒水
和剤

50.000%

稲(箱育苗)/小麦/かんきつ/げっきつ/
りんご/うめ、すもも/なし/もも/ネクタ
リン/ぶどう/かき/マンゴー/パッション
フルーツ/アテモヤ/なす/ピーマン、と
うがらし類/トマト、ミニトマト/きゅうり/
すいか/ズッキーニ/メロン/うり類(漬
物用)/にがうり/なばな/とうもろこし/
ばれいしょ/さといも(葉柄)/さといも/
てんさい/みょうが(花穂、茎葉)/すい
ぜんじな/かんしょ/にんじん/みしまさ
いこ/豆類(未成熟)/やまのいも/ねぎ/
はくさい/キャベツ/レタス/豆類(種
実)/ほうれんそう/かぶ/たまねぎ/み
つば/かぼちゃ/アスパラガス/こん
にゃく/茶/きく/乾田直播水稲/湛水直
播水稲

2013/4/6 2010/4/7

イミダクロプリド 18215
イミダクロプリド粒
剤

ミカサアドマイヤー箱粒剤 八洲化学工業㈱ ― ― 1992/11/4 1998/3/31

イミダクロプリド 18482
イミダクロプリド・
ＥＤＤＰ粉剤

ミカサヒノザンアドマイヤー粉
剤ＤＬ

三笠化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 1996/4/30

イミダクロプリド 18490
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・フサライ
ド・ＥＤＤＰ粉剤

ミカサヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

三笠化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 1996/4/30

イミダクロプリド 18479
イミダクロプリド・
ペンシクロン粉剤

ミカサモンセレンアドマイヤー
粉剤ＤＬ

八洲化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 1998/3/31

イミダクロプリド 20245
イミダクロプリド・
シフルトリン液剤

ムシムシ液剤ＡＬ レインボー薬品㈱ 0.005% きく、ばら/つつじ類/つつじ類 2014/9/26 1999/9/27

イミダクロプリド 18477
イミダクロプリド・
ペンシクロン粉剤

モンセレンアドマイヤー粉剤Ｄ
Ｌ

日本バイエルア
グロケム㈱

― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 20683
イミダクロプリド・
メトキシフェノジ
ド・ペンシクロン粉

モンセレンランナーＡＤ粉剤Ｄ
Ｌ

バイエルクロップ
サイエンス㈱

0.250% 稲 2013/8/29 2001/8/30

イミダクロプリド 18219
イミダクロプリド粒
剤

ヤシマアドマイヤー１粒剤 協友アグリ㈱ ― ― 1992/11/4 2010/11/4

イミダクロプリド 18214
イミダクロプリド粒
剤

ヤシマアドマイヤー箱粒剤 協友アグリ㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 18222
イミダクロプリド粉
剤

ヤシマアドマイヤー粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ ― ― 1992/11/4 2007/11/4

イミダクロプリド 18481
イミダクロプリド・
ＥＤＤＰ粉剤

ヤシマヒノザンアドマイヤー粉
剤ＤＬ

協友アグリ㈱ ― ― 1993/11/8 2005/11/8

イミダクロプリド 18489
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・フサライ
ド・ＥＤＤＰ粉剤

ヤシマヒノラブバイアドマイ
ヤー粉剤ＤＬ

八洲化学工業㈱ ― ― 1993/11/8 2010/9/22

イミダクロプリド 19556
イミダクロプリド・
ペンシクロン粉剤

ヤシマモンセレンアドマイヤー
粉剤ＤＬ

八洲化学工業㈱ ― ― 1997/2/26 2006/2/26

イミダクロプリド 21022
イミダクロプリド・
カルプロパミド粒

ラクショー粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2003/2/25 2009/2/25

イミダクロプリド 22129
イミダクロプリド水
和剤

リードックフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

20.000% わさび 2014/2/27 2008/2/29

イミダクロプリド 22706

イミダクロプリド・
スピノサド・イソチ
アニル・チフルザ
ミド粒剤

ルーチンアドスピノＧＴ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

イミダクロプリド 22705
イミダクロプリド・
スピノサド・イソチ
アニル粒剤

ルーチンアドスピノ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

イミダクロプリド 22703
イミダクロプリド・
イソチアニル粒剤

ルーチンアドマイヤー箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

イミダクロプリド 22930

イミダクロプリド・
エチプロール・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチア

ルーチンクアトロ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/6/7 2011/6/8

イミダクロプリド 22915

イミダクロプリド・
クロラントラニリプ
ロール・イソチア
ニル粒剤

ルーチントレス箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/5 2011/4/6

イミダクロプリド 22125
イミダクロプリド・
スピノサド水和剤

ワークワイド顆粒水和剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

10.000% 茶 2014/2/19 2008/2/20

イミダクロプリド 21999
イミダクロプリド・
エトキサゾール水
和剤

花のもり 住化グリーン㈱ 0.005% ばら/きく 2013/8/14 2007/8/15

イミダクロプリド 21314
イミダクロプリド・
エトキサゾール水
和剤

花のもり１００ 住化グリーン㈱ 0.500% ばら/きく 2013/8/3 2004/8/4

イミダクロプリド 18484
イミダクロプリド・
ＥＤＤＰ粉剤

金鳥ヒノザンアドマイヤー粉
剤ＤＬ

大日本除蟲菊㈱ ― ― 1993/11/8 1996/11/8

イミダクロプリド 18492
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・フサライ
ド・ＥＤＤＰ粉剤

金鳥ヒノラブバイアドマイヤー
粉剤ＤＬ

大日本除蟲菊㈱ ― ― 1993/11/8 1995/3/31

イミダクロプリド 18217
イミダクロプリド粒
剤

三共アドマイヤー箱粒剤 ホクサン㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/3 1992/11/4

イミダクロプリド 20612
イミダクロプリド粉
剤

三共アドマイヤー粉剤ＤＬ 北海三共㈱ ― ― 2001/4/16 2010/4/16

イミダクロプリド 20746
イミダクロプリド水
和剤

三共アドマイヤー顆粒水和剤 北海三共㈱ ― ― 2002/1/10 2011/1/10
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イミダクロプリド 18491
イミダクロプリド・
ＭＰＰ・フサライ
ド・ＥＤＤＰ粉剤

三共ヒノラブバイアドマイヤー
粉剤ＤＬ

北海三共㈱ ― ― 1993/11/8 2002/11/8

イミダクロプリド 21652
イミダクロプリド・
プロベナゾール
水和剤

側条オリゼメートアドマイヤー
顆粒水和剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

4.000% 稲 2015/2/21 2006/2/22

イミダクロプリド 22043
イミダクロプリド・
フルベンジアミド
水和剤

日農セルオーフロアブル 日本農薬㈱ 2.000%
キャベツ/はくさい/レタス/ブロッ
コリー

2013/10/30 2007/10/31

イミダクロプリド 21510
イミダクロプリド・
スピノサド・チアジ
ニル粒剤

日農ブイゲットアドマイヤース
ピノ箱粒剤

日本農薬㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/5/31 2005/6/1

イミダクロプリド 22024
イミダクロプリド・
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンスアドマイヤー箱粒
剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■クロチアニジン（製品名五十音順）■クロチアニジン（製品名五十音順）■クロチアニジン（製品名五十音順）■クロチアニジン（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

クロチアニジン 21749
クロチアニジン・
オリサストロビン

ＢＡＳＦ嵐ダントツ箱粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16

クロチアニジン 21494
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒

Ｄｒ．オリゼダントツ箱粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.500% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

クロチアニジン 20828
クロチアニジン・カ
ルプロパミド粒剤

ウィンダントツ箱粒剤 協友アグリ㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

クロチアニジン 21733
アセフェート・クロ
チアニジン粒剤

オルトランＤＸ粒剤 住友化学園芸㈱ 0.250%
トマト/なす/きゅうり/花き類･観葉植
物/クロトン

2015/7/18 2006/7/19

クロチアニジン 23197
クロチアニジン液
剤

ガーデンアシストＶスプレー キング園芸㈱ 0.008%

ぶどう/うめ/かき/かんきつ/きゅうり
/なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/だ
いこん/キャベツ/ブロッコリー/えだま
め/だいず/オクラ/ばれいしょ/ピー
マン/花き類･観葉植物

2016/1/15 2013/1/16

クロチアニジン 22657

クロチアニジン・メ
トキシフェノジド・
トリシクラゾール・
バリダマイシン・
フェリムゾン粉剤

キクゾー粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.500% 稲 2013/4/6 2010/4/7

クロチアニジン 22174
クロチアニジン粒
剤

クミアイワンリード箱粒剤０８
クミアイ化学工業
㈱

0.800% 稲(箱育苗) 2014/6/10 2008/6/11

クロチアニジン 22110
クロチアニジン・ピ
ロキロン粒剤

コラトップダントツ１キロ粒剤 協友アグリ㈱ 2.000% 稲 2014/2/5 2008/2/6

クロチアニジン 23204

クロチアニジン・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチア
ニル・フラメトピル
粒剤

サイクルヒット箱粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2013/1/30 2016/1/29

クロチアニジン 22912
クロチアニジン・
スピネトラム・イソ
チアニル粒剤

スタウトダントツディアナ箱粒
剤

住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2014/3/28 2011/3/29

クロチアニジン 22698
クロチアニジン・イ
ソチアニル粒剤

スタウトダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 22699
クロチアニジン・イ
ソチアニル粒剤

スタウトダントツ箱粒剤０８ 住友化学㈱ 0.800% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 23206
クロチアニジン・イ
ソチアニル水和

スタウトダントツ顆粒水和剤 住友化学㈱ 15.000% 稲 2013/1/30 2016/1/29

クロチアニジン 20799 クロチアニジン粒 ダントツ１キロ粒剤 住友化学㈱ 1.000% 稲 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 22101
クロチアニジン水
和剤

ダントツＥＸフロアブル ホクサン㈱ 20.000% 稲/だいず/ばれいしょ 2014/2/5 2008/2/6

クロチアニジン 22538
クロチアニジン水

ダントツＦＴ水溶剤 住友化学㈱ 48.000% りんご/かんきつ/茶 2012/12/1 2009/12/2クロチアニジン 22538
クロチアニジン水
溶剤

ダントツＦＴ水溶剤 住友化学㈱ 48.000% りんご/かんきつ/茶 2012/12/1 2009/12/2

クロチアニジン 21242
クロチアニジン粉
剤

ダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.500%
稲/だいず/水田作物､畑作物(休耕
田)

2013/2/24 2004/2/25

クロチアニジン 21226
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒

ダントツオリゼメート１０箱粒
剤

住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2013/1/27 2004/1/28

クロチアニジン 21495
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒

ダントツオリゼメート２４箱粒
剤

住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

クロチアニジン 20802
カルタップ・クロチ
アニジン粒剤

ダントツパダン１キロ粒剤 住友化学㈱ 1.000% 稲 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 20803
カルタップ・クロチ
アニジン・バリダ
マイシン粉剤

ダントツパダンバリダ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.150% 稲 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 21258
クロチアニジン水
和剤

ダントツフロアブル 住友化学㈱ 20.000% 稲/だいず/ばれいしょ 2013/3/30 2004/3/31

クロチアニジン 22173
クロチアニジン・フ
ラメトピル粒剤

ダントツリンバー粒剤 住友化学㈱ 0.500% 稲 2014/6/10 2008/6/11

クロチアニジン 20798
クロチアニジン水
溶剤

ダントツ水溶剤 住友化学㈱ 16.000%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
ピーマン/だいこん/レタス/キャベ
ツ/ねぎ/ばれいしょ/てんさい/豆
類/にがうり/チンゲンサイ/みずな
/オクラ/れんこん/えだまめ/ブ
ロッコリー/はなっこりー/にら/非
結球レタス/アスパラガス/オリー
ブ/りんご/なし/すもも/もも/おう
とう/うめ/ぶどう/かんきつ/げっ
きつ/かんきつ(苗木)/かき/マン
ゴー/いちじく/ネクタリン/あんず
/とうがん/食用へちま/パパイヤ/
みょうが(花穂、茎葉)/茶/ブルー
ベリー/花き類･観葉植物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 20827 クロチアニジン粒 ダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26
クロチアニジン 20801 クロチアニジン粉 ダントツ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.150% 稲/だいず 2014/4/23 2002/4/24
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クロチアニジン 20800
クロチアニジン粒
剤

ダントツ粒剤 住友化学㈱ 0.500%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
だいこん/レタス/キャベツ/かぼ
ちゃ/ねぎ(露地栽培)/あさつき(露
地栽培)、わけぎ(露地栽培)/ばれ
いしょ/かんしょ/ピーマン/いちご
/かんきつ(苗圃)/れんこん/さとう
きび/げっきつ/ブロッコリー/非結
球レタス/セルリー/だいず/はなっ
こりー/らっきょう/花き類･観葉植
物

2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 22708

クロチアニジン・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチア
ニル粒剤

ツインターボフェルテラ箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

1.500% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 22700
クロチアニジン・イ
ソチアニル粒剤

ツインターボ箱粒剤０８
クミアイ化学工業
㈱

0.800% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

クロチアニジン 23207
クロチアニジン・イ
ソチアニル水和

ツインターボ顆粒水和剤
クミアイ化学工業
㈱

15.000% 稲 2013/1/30 2016/1/29

クロチアニジン 21657
クロチアニジン・
ジクロシメット粒

デラウスダントツＬ箱粒剤 住友化学㈱ 0.800% 稲(箱育苗) 2015/3/7 2006/3/8

クロチアニジン 20830
クロチアニジン・
ジクロシメット粒

デラウスダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

クロチアニジン 21713
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン粉剤

ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.500% 稲 2015/6/6 2006/6/7

クロチアニジン 22257
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン水和

ノンブラスダントツフロアブル 協友アグリ㈱ 6.600% 稲 2014/9/23 2008/9/24

クロチアニジン 22832

クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
バリダマイシン・
フェリムゾン粉剤

ノンブラスバリダダントツＨ粉
剤ＤＬ

協友アグリ㈱ 0.500% 稲 2013/12/7 2010/12/8

クロチアニジン 22891

クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
バリダマイシン・
フェリムゾン水和

ノンブラスバリダダントツフロ
アブル

協友アグリ㈱ 6.600% 稲 2014/3/1 2011/3/2

クロチアニジン 20829
クロチアニジン・カ
ルプロパミド粒剤

バイエルウィンダントツ箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2002/4/26 2011/4/26

クロチアニジン 22638

カルタップ・クロチ
アニジン・バリダ
マイシン・フェリム
ゾン・フサライド粉

ハスラーＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.500% 稲 2013/3/16 2010/3/17

クロチアニジン 21943

クロチアニジン・
ベンスルタップ・
バリダマイシン・
フェリムゾン・フサ
ライド粉剤

ハスラーＳ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.500% 稲 2013/4/3 2007/4/4

カルタップ・クロチ

クロチアニジン 20804

カルタップ・クロチ
アニジン・バリダ
マイシン・フェリム
ゾン・フサライド粉

ハスラー粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.150% 稲 2014/4/23 2002/4/24

クロチアニジン 21624
クロチアニジン・ト
リシクラゾール粉

ビームダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.500% 稲 2015/1/24 2006/1/25

クロチアニジン 21218
クロチアニジン・
フェリムゾン・フサ
ライド粉剤

ブラシンダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.500% 稲 2013/1/27 2004/1/28

クロチアニジン 21702
クロチアニジン・
フェリムゾン・フサ
ライド水和剤

ブラシンダントツフロアブル 住友化学㈱ 6.600% 稲 2015/5/9 2006/5/10

クロチアニジン 21186
クロチアニジン・
フェリムゾン・フサ
ライド粉剤

ブラシンダントツ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.150% 稲 2013/1/6 2004/1/7

クロチアニジン 21219

クロチアニジン・
バリダマイシン・
フェリムゾン・フサ
ライド粉剤

ブラシンバリダダントツＨ粉剤
ＤＬ

住友化学㈱ 0.500% 稲 2013/1/27 2004/1/28

クロチアニジン 22625

クロチアニジン・
バリダマイシン・
フェリムゾン・フサ
ライド水和剤

ブラシンバリダダントツフロア
ブル

住友化学㈱ 6.600% 稲 2013/3/2 2010/3/3

クロチアニジン 22191
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン粉剤

ブラステクトダントツＨ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ ― ― 2008/7/9 2011/7/9

クロチアニジン 22258
クロチアニジン・ト
リシクラゾール・
フェリムゾン水和

ブラステクトダントツフロアブ
ル

住友化学㈱ ― ― 2008/9/24 2011/9/24

クロチアニジン 21654
クロチアニジン・
ジクロシメット・
フェリムゾン水和

ブラストップダントツフロアブ
ル

住友化学㈱ 6.600% 稲 2015/3/7 2006/3/8

クロチアニジン 21359
クロチアニジン・
ジクロシメット・
フェリムゾン粉剤

ブラストップダントツ粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.150% 稲 2013/9/21 2004/9/22

クロチアニジン 20733
クロチアニジン水
和剤

フルスウィング 住化グリーン㈱ 50.000% 芝 2013/12/19 2001/12/20

クロチアニジン 23205

クロチアニジン・ク
ロラントラニリプ
ロール・イソチア
ニル・フラメトピル
粒剤

フルターボ箱粒剤
クミアイ化学工業
㈱

1.500% 稲(箱育苗) 2013/1/30 2016/1/29
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クロチアニジン 21671

クロチアニジン・
ジクロシメット・チ
アジニル・フラメト
ピル粒剤

プロパック箱粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2015/4/4 2006/4/5

クロチアニジン 21044
エトフェンプロック
ス・クロチアニジ
ン液剤

ベニカＤスプレー 住友化学園芸㈱ 0.008% ばら/きく/ガーベラ/樹木類 2015/4/7 2003/4/8

クロチアニジン 23130
クロチアニジン・
フェンプロパトリン

ベニカＪスプレー 住友化学園芸㈱ 0.008% 花き類･観葉植物/樹木類 2015/10/9 2012/10/10

クロチアニジン 22576
クロチアニジン・
フェンプロパトリ
ン・メパニピリムエ

ベニカＸファインエアゾール 住友化学園芸㈱ 0.032% 花き類･観葉植物/樹木類 2013/2/2 2010/2/3

クロチアニジン 22506
クロチアニジン・
フェンプロパトリ
ン・メパニピリム

ベニカＸファインスプレー 住友化学園芸㈱ 0.008%
きゅうり/なす/トマト/花き類･観葉植
物/つつじ類/つばき類/ひいらぎもく
せい

2012/11/3 2009/11/4

クロチアニジン 21843
クロチアニジン・ミ
クロブタニルエア

ベニカグリーン 住化武田農薬㈱ ― ― 2006/11/29 2009/11/29

クロチアニジン 21844
クロチアニジン・ミ
クロブタニル液剤

ベニカグリーンスプレー 住化武田農薬㈱ ― ― 2006/11/29 2009/11/29

クロチアニジン 22672
クロチアニジン・
フェンプロパトリン
エアゾル

ベニカケムシエアゾール 住友化学園芸㈱ 0.032% 樹木類 2013/4/20 2010/4/21

クロチアニジン 23121
クロチアニジン液
剤

ベニカベジフルスプレー 住友化学園芸㈱ 0.008%

ぶどう/うめ/かき/かんきつ/きゅ
うり/なす/トマト、ミニトマト/
ピーマン/だいこん/キャベツ/ブ
ロッコリー/えだまめ/だいず/オク
ラ/ばれいしょ/花き類･観葉植物

2015/9/25 2012/9/26

クロチアニジン 22876
クロチアニジン液
剤

ベニカマツケア 住友化学園芸㈱ 2.000%
あかまつ、くろまつ/樹木類/さん
ごじゅ/つつじ類

2014/2/15 2011/2/16

クロチアニジン 22593
クロチアニジン液
剤

ベニカ液剤 住友化学園芸㈱ 2.000%

だいこん/なす/トマト/きゅうり/
キャベツ/かんきつ/うめ/かき/花
き類･観葉植物/つつじ類/さくら/
さんごじゅ/つばき類

2013/2/16 2010/2/17

クロチアニジン 21501
クロチアニジン水
溶剤

ベニカ水溶剤 住友化学園芸㈱ 16.000%

きゅうり/メロン/すいか/なす/ト
マト、ミニトマト/ピーマン/だい
こん/レタス/キャベツ/ねぎ/ばれ
いしょ/豆類/にがうり/チンゲンサ
イ/みずな/オクラ/れんこん/えだ
まめ/ブロッコリー/はなっこりー/
にら/非結球レタス/アスパラガス/
かぼちゃ/とうがん/食用へちま/
みょうが(花穂、茎葉)/茶/りんご/
なし/もも/すもも/おうとう/うめ/
ぶどう/かんきつ/かき/マンゴー/
いちじく/ネクタリン/あんず/パパ
イヤ/ブルーベリー/オリーブ/花き

2014/4/26 2005/4/27

イヤ/ブルーベリー/オリーブ/花き
類･観葉植物/つつじ類/げっきつ/
かんきつ(苗木)

クロチアニジン 21502
クロチアニジン粒
剤

ベニカ粒剤 住友化学園芸㈱ 0.500%

きゅうり/メロン/すいか/なす/ト
マト、ミニトマト/かぼちゃ/ピー
マン/だいこん/レタス/キャベツ/
ブロッコリー/非結球レタス/ねぎ
(露地栽培)/あさつき(露地栽培)、
わけぎ(露地栽培)/ばれいしょ/か
んしょ/いちご/セルリー/だいず/
かんきつ(苗圃)/げっきつ/花き類･
観葉植物

2014/4/26 2005/4/27

クロチアニジン 22601
クロチアニジン・
ジクロシメット・
フェリムゾン水和

ホクサンブラストップダントツ
フロアブル

ホクサン㈱ 6.600% 稲 2013/2/16 2010/2/17

クロチアニジン 22602
クロチアニジン・
ジクロシメット・
フェリムゾン粉剤

ホクサンブラストップダントツ
粉剤ＤＬ

ホクサン㈱ 0.150% 稲 2013/2/16 2010/2/17

クロチアニジン 21267
クロチアニジン水
和剤

モリエートＳＣ 住友化学㈱ 30.000% まつ(生立木) 2013/4/6 2004/4/7

クロチアニジン 22391
クロチアニジンマ
イクロカプセル剤

モリエートマイクロカプセル 住友化学㈱ 7.500% まつ(生立木) 2015/6/9 2009/6/10

クロチアニジン 22392
クロチアニジンマ
イクロカプセル剤

ヤシマモリエートマイクロカプ
セル

ヤシマ産業㈱ ― まつ(生立木) ― 2009/6/10

クロチアニジン 21974
クロチアニジン・フ
サライド水和剤

ラブサイドダントツフロアブル 協友アグリ㈱ 6.600% 稲 2013/6/19 2007/6/20

クロチアニジン 23196
クロチアニジン・
スピネトラム粒剤

ワンリードＳＰ箱粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2016/1/15 2013/1/16

クロチアニジン 22122 クロチアニジン粒 ワンリード箱粒剤０８ 住友化学㈱ 0.800% 稲(箱育苗) 2014/2/19 2008/2/20

クロチアニジン 21627
クロチアニジン粉
剤

協友ダントツＨ粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.500%
稲/だいず/水田作物､畑作物(休耕
田)

2015/1/24 2006/1/25

クロチアニジン 21547
クロチアニジン水
和剤

協友ダントツフロアブル 協友アグリ㈱ 20.000% 稲/だいず/ばれいしょ 2014/8/30 2005/8/31
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クロチアニジン 21646
クロチアニジン水
溶剤

協友ダントツ水溶剤 協友アグリ㈱ 16.000%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
ピーマン/だいこん/レタス/キャベ
ツ/ねぎ/ばれいしょ/てんさい/豆
類/にがうり/チンゲンサイ/みずな
/オクラ/れんこん/えだまめ/ブ
ロッコリー/はなっこりー/にら/非
結球レタス/アスパラガス/オリー
ブ/りんご/なし/すもも/もも/おう
とう/うめ/ぶどう/かんきつ/げっ
きつ/かんきつ(苗木)/かき/マン
ゴー/いちじく/ネクタリン/あんず
/とうがん/食用へちま/パパイヤ/
みょうが(花穂、茎葉)/茶/ブルー
ベリー/花き類･観葉植物/つつじ類

2015/2/21 2006/2/22

クロチアニジン 21594 クロチアニジン粒 協友ダントツ箱粒剤 協友アグリ㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2014/11/15 2005/11/16

クロチアニジン 21595
クロチアニジン粉
剤

協友ダントツ粉剤ＤＬ 協友アグリ㈱ 0.150%
稲/だいず/水田作物､畑作物(休耕
田)

2014/11/15 2005/11/16

クロチアニジン 21645
クロチアニジン粒
剤

協友ダントツ粒剤 協友アグリ㈱ 0.500%

稲/稲(箱育苗)/きゅうり/メロン/
すいか/なす/トマト、ミニトマト/
だいこん/レタス/キャベツ/かぼ
ちゃ/ねぎ(露地栽培)/あさつき(露
地栽培)、わけぎ(露地栽培)/ばれ
いしょ/かんしょ/ピーマン/いちご
/かんきつ(苗圃)/れんこん/さとう
きび/げっきつ/ブロッコリー/非結
球レタス/セルリー/だいず/はなっ
こりー/らっきょう/花き類･観葉植
物

2015/2/21 2006/2/22

クロチアニジン 21655
クロチアニジン・
ジクロシメット・
フェリムゾン水和

三共ブラストップダントツフロ
アブル

北海三共㈱ ― ― 2006/3/8 2012/3/8

クロチアニジン 21699
クロチアニジン・
ジクロシメット・
フェリムゾン粉剤

三共ブラストップダントツ粉剤
ＤＬ

北海三共㈱ ― ― 2006/4/19 2011/1/13

クロチアニジン 22367
クロチアニジン水
和剤

住友化学ダントツＥＸフロアブ
ル

住化グリーン㈱ 20.000% 稲/だいず/ばれいしょ 2015/4/7 2009/4/8

クロチアニジン 22558
クロチアニジン・プ
ロベナゾール水
和剤

側条オリゼメートダントツ顆粒
水和剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

3.000% 稲 2013/1/19 2010/1/20

クロチアニジン 23033

クロチアニジン・
スピネトラム・イソ
チアニル・フラメト
ピル粒剤

箱いり娘粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2015/1/24 2012/1/25

クロチアニジン 21225
クロチアニジン・プ
ロベナゾール粒

明治ダントツオリゼメート１０
箱粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.500% 稲(箱育苗) 2013/1/27 2004/1/28
ロベナゾール粒 箱粒剤 ファルマ㈱

クロチアニジン 21750
クロチアニジン・
オリサストロビン

嵐ダントツ箱粒剤 住友化学㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■ジノテフラン（製品名五十音順）■ジノテフラン（製品名五十音順）■ジノテフラン（製品名五十音順）■ジノテフラン（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

ジノテフラン 22068
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ＢＡＳＦビルダープリンスス
タークル粒剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

ジノテフラン 22108
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

ＢＡＳＦ嵐スタークル箱粒剤
ＢＡＳＦジャパン㈱
社

2.000% 稲(箱育苗) 2014/2/5 2008/2/6

ジノテフラン 21885
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

ＢＡＳＦ嵐スタークル粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.670% 稲 2013/2/6 2007/2/7

ジノテフラン 22416
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2015/7/21 2009/7/22

ジノテフラン 20833
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 23076
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤
ＯＳ

三井化学アグロ
㈱

12.000% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

ジノテフラン 22660

クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・プロベナゾー
ル粒剤

ＭＩＣビルダーフェルテラス
タークル箱粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22993
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・チアジニル粒

ＭＩＣブイゲットフェルテラス
タークル粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/10/25 2011/10/26

ジノテフラン 21024
ジノテフラン・フェ
ノキサニル粉剤

アチーブスタークル粉剤ＤＬ 日本農薬㈱ 0.350% 稲 2015/2/24 2003/2/25

ジノテフラン 23074 ジノテフラン粒剤 アトラクトン箱粒剤 三井化学アグロ 12.000% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

ジノテフラン 22546
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

アプライスタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

ジノテフラン 22662
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン水和剤

アプロードスタークルゾル 日本農薬㈱ 9.000% 稲 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22784
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・フルト
ラニル粉剤

アプロードモンカットス
タークルＦ粉剤ＤＬ

日本農薬㈱ 0.350% 稲 2013/8/24 2010/8/25

ジノテフラン 20832
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

アベンティスオリブライトス
タークル１キロ粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2002/4/26 2005/4/26

ジノテフラン 20809 ジノテフラン粒剤 アルバリン箱粒剤
アグロ　カネショ
ウ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20815 ジノテフラン粉剤 アルバリン粉剤ＤＬ
アグロ　カネショ
ウ㈱

0.500%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑
作物(休耕田)

2014/4/23 2002/4/24

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり
/メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキー

ジノテフラン 20806 ジノテフラン粒剤 アルバリン粒剤
アグロ　カネショ
ウ㈱

1.000%

/メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキー
ニ/なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/
とうがらし類/とうがらし(葉)/キャベツ
/はくさい/ブロッコリー/レタス、非結
球レタス/ねぎ/にんじん/だいこん/
非結球あぶらな科葉菜類、かぶ/な
ばな類、ほうれんそう/いちご/かんき
つ(苗木)/くわい/オクラ/さやえんどう
/食用ぎく/しゅんぎく/だいず/茶/花
き類･観葉植物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20812
ジノテフラン水溶
剤

アルバリン顆粒水溶剤
アグロ　カネショ
ウ㈱

20.000%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/
なし/かき/マンゴー/小粒核果類/ぶ
どう/かんきつ/あけび(果実)/キウイ
フルーツ/びわ/かんきつ(苗木)/ば
れいしょ/かんしょ/ピーマン/トマト、
ミニトマト/なす/とうがらし類/かぼ
ちゃ、ズッキーニ/きゅうり/すいか/ま
くわうり/メロン/うり類(漬物用)/にが
うり/セルリー/ブロッコリー/はくさい/
キャベツ/レタス、非結球レタス/クレ
ソン/だいこん/ねぎ/にんじん/しゅん
ぎく/ほうれんそう/非結球あぶらな科
葉菜類、なばな類、かぶ/だいず/え
だまめ/さやえんどう/オクラ/らっきょ
う/にら/アスパラガス/てんさい/きゅ
うり(葉、花)/しそ科葉菜類、しそ(花
穂)、しょくようほおずき、食用ミニバ
ラ、食用カーネーション、食用金魚
草、食用パンジー/食用トレニア/食
用ぎく/すいぜんじな/ふき/せり/せり
(水耕栽培)/茶/いね科牧草/花き類･
観葉植物/樹木類/水田作物､畑作物
(休耕田)/かき/ぶどう

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 22405
ジノテフラン水溶
剤

アントム顆粒水溶剤
三井化学アグロ
㈱

20.000%

ピーマン/トマト、ミニトマト/なす/とう
がらし類/きゅうり/はくさい/キャベツ
/レタス/だいこん/かぶ、こまつな、
みずな/ばれいしょ/だいず/えだまめ
/かき/うめ/花き類･観葉植物/樹木
類

2015/7/7 2009/7/8
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ジノテフラン 23113

ジノテフラン・テブ
フェノジド・カスガ
マイシン・トリシク
ラゾール・バリダ
マイシン粉剤

イッカツエース粉剤ＤＬ 北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2015/9/25 2012/9/1

ジノテフラン 21283

ジノテフラン・テブ
フェノジド・カスガ
マイシン・バリダ
マイシン・フサライ
ド粉剤

イッカツ粉剤ＤＬ 北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2013/4/27 2004/4/28

ジノテフラン 22071
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

イモチエーススタークル１キロ
粒剤

三井化学アグロ
㈱

5.000% 稲 2013/12/11 2007/12/12

ジノテフラン 21886
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

イモチエーススタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.670% 稲 2013/2/6 2007/2/7

ジノテフラン 20831
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

オリブライトスタークル１キロ
粒剤

三井化学アグロ
㈱

3.000% 稲 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 21972
ジノテフラン・ベン
フラカルブ粒剤

オンコルスタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.000%
稲(箱育苗)/ねぎ/きゅうり/なす/メロ
ン/きく

2013/6/19 2007/6/20

ジノテフラン 21353

ジノテフラン・カス
ガマイシン・バリ
ダマイシン・フサ
ライド粉剤

カスラブバリダスタークル粉
剤３ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2013/9/21 2004/9/22

ジノテフラン 21352

ジノテフラン・カス
ガマイシン・バリ
ダマイシン・フサ
ライド粉剤

カスラブバリダスタークル粉
剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2013/9/21 2004/9/22

ジノテフラン 22725
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン水和剤

キックオフ顆粒水和剤
三井化学アグロ
㈱

15.000%
キャベツ/はくさい/ブロッコリー/レタ
ス

2013/6/8 2010/6/9

ジノテフラン 22661
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン水和剤

クミアイアプロードスタークル
ゾル

クミアイ化学工業
㈱

9.000% 稲 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22333 ジノテフラン剤 クミアイスタークル豆つぶ
クミアイ化学工業
㈱

12.000% 稲 2015/2/3 2009/2/4

ジノテフラン 22064
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシ
クラゾール粉剤

クミアイビームアプロードス
タークル粉剤５ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

0.350% 稲 2013/11/27 2007/11/28

ジノテフラン 21026
ジノテフラン・フサ
ライド粉剤

クレハラブサイドスタークル粉
剤ＤＬ

㈱クレハ ― ― 2003/2/25 2009/2/25

ジノテフラン 21871
ジノテフラン・ピロ
キロン粒剤

コラトップスタークル１キロ粒
剤

三井化学アグロ
㈱

5.000% 稲 2013/1/23 2007/1/24

ジノテフラン 22180
ジノテフラン・トリ
シクラゾール・ペ
ンシクロン粉粒剤

サジェスト微粒剤Ｆ
クミアイ化学工業
㈱

0.350% 稲 2014/6/24 2008/6/25

ジノテフラン 21872
ジノテフラン・ピロ
キロン粒剤

シンジェンタコラトップスターク
ル１キロ粒剤

シンジェンタ　ジャ
パン㈱

5.000% 稲 2013/1/23 2007/1/24

きゅうり/メロン/すいか/かぼちゃ/な
す/トマト、ミニトマト/ピーマン/とうが
らし類/キャベツ/はくさい/ブロッコ

ジノテフラン 22738 ジノテフラン粒剤 スターガード粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.000%

らし類/キャベツ/はくさい/ブロッコ
リー/ねぎ/にんじん/だいこん/非結
球あぶらな科葉菜類、かぶ/なばな
類/だいず/ほうれんそう/しゅんぎく/
いちご/オクラ/さやえんどう/花き類･
観葉植物/つつじ類

2013/6/22 2010/6/23/

ジノテフラン 21276 ジノテフラン粒剤 スタークル１キロＨ粒剤 三井化学アグロ 3.000% 稲 2013/4/20 2004/4/21
ジノテフラン 21248 ジノテフラン粉剤 スタークルＬ粉剤ＤＬ 三井化学アグロ 0.350% 稲 2013/3/9 2004/3/10
ジノテフラン 21607 ジノテフラン水溶 スタークルエアー５０ 三井化学アグロ 50.000% 稲 2014/12/13 2005/12/14

ジノテフラン 20836
エトフェンプロック
ス・ジノテフラン粉
剤

スタークルトレボン粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.500% 稲 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 21277 ジノテフラン粒剤 スタークルメイト１キロＨ粒剤 三井化学アグロ 3.000% 稲 2013/4/20 2004/4/21
ジノテフラン 21435 ジノテフラン粉剤 スタークルメイトＬ粉剤ＤＬ 三井化学アグロ 0.350% 稲 2013/11/23 2004/11/24
ジノテフラン 21608 ジノテフラン水溶 スタークルメイトエアー５０ 三井化学アグロ 50.000% 稲 2014/12/13 2005/12/14

ジノテフラン 21260 ジノテフラン液剤 スタークルメイト液剤１０
三井化学アグロ
㈱

10.000%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑
作物(休耕田)/いね科牧草

2013/3/30 2004/3/31

ジノテフラン 22495 ジノテフラン剤 スタークルメイト豆つぶ 三井化学アグロ 12.000% 稲 2015/10/20 2009/10/21

ジノテフラン 21259 ジノテフラン液剤 スタークル液剤１０
三井化学アグロ
㈱

10.000%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑
作物(休耕田)/いね科牧草

2013/3/30 2004/3/31

ジノテフラン 22332 ジノテフラン剤 スタークル豆つぶ 宇都宮化成工業 12.000% 稲 2015/2/3 2009/2/4
ジノテフラン 20808 ジノテフラン粒剤 スタークル箱粒剤 三井化学アグロ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20814 ジノテフラン粉剤 スタークル粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.500%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑
作物(休耕田)

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20805 ジノテフラン粒剤 スタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.000%

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり
/メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキー
ニ/なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/
とうがらし類/とうがらし(葉)/キャベツ
/はくさい/ブロッコリー/レタス、非結
球レタス/ねぎ/にんじん/だいこん/
非結球あぶらな科葉菜類、かぶ/な
ばな類、ほうれんそう/いちご/かんき
つ(苗木)/くわい/オクラ/さやえんどう
/食用ぎく/しゅんぎく/だいず/茶/花
き類･観葉植物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24
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ジノテフラン 20811
ジノテフラン水溶
剤

スタークル顆粒水溶剤
三井化学アグロ
㈱

20.000%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/
なし/かき/マンゴー/小粒核果類/ぶ
どう/かんきつ/あけび(果実)/キウイ
フルーツ/びわ/かんきつ(苗木)/ば
れいしょ/かんしょ/ピーマン/トマト、
ミニトマト/なす/とうがらし類/かぼ
ちゃ、ズッキーニ/きゅうり/すいか/ま
くわうり/メロン/うり類(漬物用)/にが
うり/セルリー/ブロッコリー/はくさい/
キャベツ/レタス、非結球レタス/クレ
ソン/だいこん/ねぎ/にんじん/しゅん
ぎく/ほうれんそう/非結球あぶらな科
葉菜類、なばな類、かぶ/だいず/え
だまめ/さやえんどう/オクラ/らっきょ
う/にら/アスパラガス/てんさい/きゅ
うり(葉、花)/しそ科葉菜類、しそ(花
穂)、しょくようほおずき、食用ミニバ
ラ、食用カーネーション、食用金魚
草、食用パンジー/食用トレニア/食
用ぎく/すいぜんじな/ふき/せり/せり
(水耕栽培)/茶/いね科牧草/花き類･
観葉植物/樹木類/水田作物､畑作物
(休耕田)/かき/ぶどう

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 23075 ジノテフラン粒剤 スターダム箱粒剤 北興化学工業㈱ 12.000% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

ジノテフラン 22995
ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール水和剤

ダブルカットスタークルフロア
ブル

北興化学工業㈱ 10.000% 稲 2014/11/8 2011/11/9

ジノテフラン 22479
ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール粉剤

ダブルカットスタークル粉剤Ｄ
Ｌ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2015/10/6 2009/10/7

ジノテフラン 22981

ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール・バリ
ダマイシン粉剤

ダブルカットバリダスタークル
粉剤３ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2014/10/11 2011/10/12

ジノテフラン 22980

ジノテフラン・カス
ガマイシン・トリシ
クラゾール・バリ
ダマイシン粉剤

ダブルカットバリダスタークル
粉剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2014/10/11 2011/10/12

ジノテフラン 21036
ジノテフラン・ジク
ロシメット粒剤

デラウススタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2015/3/9 2003/3/10

ジノテフラン 21043
ジノテフラン・ジク
ロシメット粉剤

デラウススタークル粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

― ― 2003/4/8 2012/4/8

ジノテフラン 22037
エトフェンプロック
ス・ジノテフラン水
和剤

トレボンスターフロアブル 三井化学㈱ 3.000% 稲/だいず 2013/10/25 2007/10/26

ジノテフラン 21975
エトフェンプロック
ス・ジノテフラン粉
剤

トレボンスター粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.200% 稲/だいず 2013/6/19 2007/6/20
剤

㈱

ジノテフラン 21887
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

バイエルイモチエーススター
クル粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.670% 稲 2013/2/6 2007/2/7

ジノテフラン 21007
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

バイエルオリブライトスターク
ル１キロ粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

3.000% 稲 2015/1/7 2003/1/8

ジノテフラン 22427
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシ
クラゾール粉粒剤

ビームアプロードスタークル
微粒剤Ｆ

クミアイ化学工業
㈱

0.350% 稲 2015/8/4 2009/8/5

ジノテフラン 22036
ジノテフラン・トリ
シクラゾール水和

ビームエイトスタークルゾル
クミアイ化学工業
㈱

10.000% 稲 2013/10/25 2007/10/26

ジノテフラン 22426
ジノテフラン・トリ
シクラゾール粉粒

ビームスタークル微粒剤Ｆ
クミアイ化学工
業㈱

0.350% 稲 2015/8/4 2009/8/5

ジノテフラン 21027
ジノテフラン・トリ
シクラゾール粉剤

ビームスタークル粉剤５ＤＬ
クミアイ化学工業
㈱

0.350% 稲 2015/2/24 2003/2/25

ジノテフラン 21191
ジノテフラン・トリ
シクラゾール・メプ
ロニル粉剤

ビームバシスタークル粉剤５
ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

0.350% 稲 2013/1/6 2004/1/7

ジノテフラン 22268
ジノテフラン・トリ
シクラゾール・フ
ルトラニル粉剤

ビームモンカットスタークルＦ
粉剤５ＤＬ

日本農薬㈱ 0.350% 稲 2014/10/7 2008/10/8

ジノテフラン 22102
ジノテフラン・トリ
シクラゾール・ペ
ンシクロン粉剤

ビームモンセレンスタークル
粉剤５ＤＬ

クミアイ化学工業
㈱

0.350% 稲 2014/2/5 2008/2/6

ジノテフラン 21496
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ビルダースタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

ジノテフラン 22659

クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・プロベナゾー
ル粒剤

ビルダーフェルテラスタークル
箱粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22066
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

ジノテフラン 22065
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲 2013/11/27 2007/11/28

ジノテフラン 22074
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

ブイゲットスタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/12/11 2007/12/12

ジノテフラン 22994
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・チアジニル粒

ブイゲットフェルテラスターク
ルＬ粒剤

日本農薬㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/10/25 2011/10/26

ジノテフラン 22992
クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・チアジニル粒

ブイゲットフェルテラスターク
ル粒剤

日本農薬㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/10/25 2011/10/26

ジノテフラン 20835
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼスタークル
箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26
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ジノテフラン 22418
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼスタークル
箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2015/7/21 2009/7/22

ジノテフラン 22072
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

ホクコーイモチエーススターク
ル１キロ粒剤

北興化学工業㈱ 5.000% 稲 2013/12/11 2007/12/12

ジノテフラン 21888
ジノテフラン・メト
ミノストロビン粒

ホクコーイモチエーススターク
ル粒剤

北興化学工業㈱ 1.670% 稲 2013/2/6 2007/2/7

ジノテフラン 21712
ジノテフラン・カス
ガマイシン・フサ
ライド水和剤

ホクコーカスラブスタークルフ
ロアブル

北興化学工業㈱ 10.000% 稲 2015/6/6 2006/6/7

ジノテフラン 21078
ジノテフラン・カス
ガマイシン・フサ
ライド粉剤

ホクコーカスラブスタークル粉
剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2015/6/2 2003/6/3

ジノテフラン 22313
ジノテフラン・フラ
メトピル粒剤

ホクコースタークルリンバー
粒剤

北興化学工業㈱ 1.670% 稲 2015/1/20 2009/1/21

ジノテフラン 20810 ジノテフラン粒剤 ホクコースタークル箱粒剤 北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20816 ジノテフラン粉剤 ホクコースタークル粉剤ＤＬ 北興化学工業㈱ 0.500%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑
作物(休耕田)

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20807 ジノテフラン粒剤 ホクコースタークル粒剤 北興化学工業㈱ 1.000%

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり
/メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキー
ニ/なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/
とうがらし類/とうがらし(葉)/キャベツ
/はくさい/ブロッコリー/レタス、非結
球レタス/ねぎ/にんじん/だいこん/
非結球あぶらな科葉菜類、かぶ/な
ばな類、ほうれんそう/いちご/かんき
つ(苗木)/くわい/オクラ/さやえんどう
/食用ぎく/しゅんぎく/だいず/茶/花
き類･観葉植物/つつじ類

2014/4/23 2002/4/24

ジノテフラン 20813
ジノテフラン水溶
剤

ホクコースタークル顆粒水溶
剤

北興化学工業㈱ 20.000%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/
なし/かき/マンゴー/小粒核果類/ぶ
どう/かんきつ/あけび(果実)/キウイ
フルーツ/びわ/かんきつ(苗木)/ば
れいしょ/かんしょ/ピーマン/トマト、
ミニトマト/なす/とうがらし類/かぼ
ちゃ、ズッキーニ/きゅうり/すいか/ま
くわうり/メロン/うり類(漬物用)/にが
うり/セルリー/ブロッコリー/はくさい/
キャベツ/レタス、非結球レタス/クレ
ソン/だいこん/ねぎ/にんじん/しゅん
ぎく/ほうれんそう/非結球あぶらな科
葉菜類、なばな類、かぶ/だいず/え
だまめ/さやえんどう/オクラ/らっきょ
う/にら/アスパラガス/てんさい/きゅ
うり(葉、花)/しそ科葉菜類、しそ(花
穂)、しょくようほおずき、食用ミニバ
ラ、食用カーネーション、食用金魚
草、食用パンジー/食用トレニア/食
用ぎく/すいぜんじな/ふき/せり/せり

2014/4/23 2002/4/24

用ぎく/すいぜんじな/ふき/せり/せり
(水耕栽培)/茶/いね科牧草/花き類･
観葉植物/樹木類/水田作物､畑作物
(休耕田)/かき/ぶどう

ジノテフラン 22924
ジノテフラン・チオ
ファネートメチル
水和剤

ホクコートップジンスタークル
フロアブル

北興化学工業㈱ 5.000% 稲 2014/5/10 2011/5/11

ジノテフラン 22642
ジノテフラン・チオ
ファネートメチル
粉剤

ホクコートップジンスタークル
粉剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2013/3/16 2010/3/17

ジノテフラン 22052
ジノテフラン・バリ
ダマイシン粉剤

ホクコーバリダスタークル粉
剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2013/11/13 2007/11/14

ジノテフラン 21497
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダースタークル
箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

ジノテフラン 22658

クロラントラニリプ
ロール・ジノテフラ
ン・プロベナゾー
ル粒剤

ホクコービルダーフェルテラス
タークル箱粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2010/4/7

ジノテフラン 22067
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ホクコービルダープリンスス
タークル粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

ジノテフラン 21710
ジノテフラン・フサ
ライド水和剤

ホクコーラブサイドスタークル
フロアブル

北興化学工業㈱ 5.000% 稲 2015/6/6 2006/6/7

ジノテフラン 21025
ジノテフラン・フサ
ライド粉剤

ホクコーラブサイドスタークル
粉剤ＤＬ

北興化学工業㈱ 0.350% 稲 2015/2/24 2003/2/25

ジノテフラン 21222
ジノテフラン・プロ
ベナゾール水和

ホクコー側条オリゼメートス
タークル顆粒水和剤

北興化学工業㈱ 4.000% 稲 2013/1/27 2004/1/28

ジノテフラン 23078
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

ロングリーチ箱粒剤 北興化学工業㈱ 12.000% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

ジノテフラン 21801

ジノテフラン・テブ
フェノジド・ブプロ
フェジン・フサライ
ド・フルトラニル粉
剤

ワイドナーエース粉剤ＤＬ 日本農薬㈱ 0.350% 稲 2012/10/3 2006/10/4

ジノテフラン 22130 ジノテフラン水溶 わさび用緑風ＳＧ 三井化学アグロ 20.000% わさび 2014/2/27 2008/2/29

ジノテフラン 22789

ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシ
クラゾール・フルト
ラニル粉剤

ワッショイ粉剤ＤＬ 日本農薬㈱ 0.350% 稲 2013/9/21 2010/9/22

ジノテフラン 20960 ジノテフラン粒剤 三井東圧アルバリン箱粒剤 三井化学アグロ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/11/11 2002/11/12

ジノテフラン 20962 ジノテフラン粉剤 三井東圧アルバリン粉剤ＤＬ
三井化学アグロ
㈱

0.500%
稲/だいず/えだまめ/水田作物､畑
作物(休耕田)

2014/11/11 2002/11/12
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ジノテフラン 20959 ジノテフラン粒剤 三井東圧アルバリン粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.000%

稲/きゅうり/うり類(漬物用)/にがうり
/メロン/すいか/かぼちゃ、ズッキー
ニ/なす/トマト、ミニトマト/ピーマン/
とうがらし類/とうがらし(葉)/キャベツ
/はくさい/ブロッコリー/レタス、非結
球レタス/ねぎ/にんじん/だいこん/
非結球あぶらな科葉菜類、かぶ/な
ばな類、ほうれんそう/いちご/かんき
つ(苗木)/くわい/オクラ/さやえんどう
/食用ぎく/しゅんぎく/だいず/茶/花
き類･観葉植物/つつじ類

2014/11/11 2002/11/12

ジノテフラン 20961
ジノテフラン水溶
剤

三井東圧アルバリン顆粒水
溶剤

三井化学アグロ
㈱

20.000%

稲/りんご/もも、ネクタリン/おうとう/
なし/かき/マンゴー/小粒核果類/ぶ
どう/かんきつ/あけび(果実)/キウイ
フルーツ/びわ/かんきつ(苗木)/ば
れいしょ/かんしょ/ピーマン/トマト、
ミニトマト/なす/とうがらし類/かぼ
ちゃ、ズッキーニ/きゅうり/すいか/ま
くわうり/メロン/うり類(漬物用)/にが
うり/セルリー/ブロッコリー/はくさい/
キャベツ/レタス、非結球レタス/クレ
ソン/だいこん/ねぎ/にんじん/しゅん
ぎく/ほうれんそう/非結球あぶらな科
葉菜類、なばな類、かぶ/だいず/え
だまめ/さやえんどう/オクラ/らっきょ
う/にら/アスパラガス/てんさい/きゅ
うり(葉、花)/しそ科葉菜類、しそ(花
穂)、しょくようほおずき、食用ミニバ
ラ、食用カーネーション、食用金魚
草、食用パンジー/食用トレニア/食
用ぎく/すいぜんじな/ふき/せり/せり
(水耕栽培)/茶/いね科牧草/花き類･
観葉植物/樹木類/水田作物､畑作物
(休耕田)/かき/ぶどう

2014/11/11 2002/11/12

ジノテフラン 21228
ジノテフラン・プロ
ベナゾール水和

側条オリゼメートスタークル顆
粒水和剤

三井化学アグロ
㈱

4.000% 稲 2013/1/27 2004/1/28

ジノテフラン 21973
ジノテフラン・ベン
フラカルブ粒剤

大塚オンコルスタークル粒剤
大塚アグリテクノ
㈱

1.000%
稲(箱育苗)/ねぎ/きゅうり/なす/メロ
ン/きく

2013/6/19 2007/6/20

ジノテフラン 22545
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

日農アプライスタークル粒剤 日本農薬㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

ジノテフラン 22428
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシ
クラゾール粉粒剤

日農ビームアプロードスター
クル微粒剤Ｆ

日本農薬㈱ 0.350% 稲 2015/8/4 2009/8/5

ジノテフラン 22063
ジノテフラン・ブプ
ロフェジン・トリシ
クラゾール粉剤

日農ビームアプロードスター
クル粉剤５ＤＬ

日本農薬㈱ 0.350% 稲 2013/11/27 2007/11/28
クラゾール粉剤

ジノテフラン 22073
ジノテフラン・チア
ジニル粒剤

日農ブイゲットスタークル粒
剤

日本農薬㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/12/11 2007/12/12

ジノテフラン 20834
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治Ｄｒ．オリゼスタークル箱
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/25 2002/4/26

ジノテフラン 22417
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治Ｄｒ．オリゼスタークル箱
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2015/7/21 2009/7/22

ジノテフラン 23077
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治Ｄｒ．オリゼスタークル箱
粒剤ＯＳ

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

12.000% 稲(箱育苗) 2015/4/24 2012/4/25

ジノテフラン 21498
ジノテフラン・プロ
ベナゾール粒剤

明治ビルダースタークル箱粒
剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/4/26 2005/4/27

ジノテフラン 21227
ジノテフラン・プロ
ベナゾール水和

明治側条オリゼメートスターク
ル顆粒水和剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

4.000% 稲 2013/1/27 2004/1/28

ジノテフラン 22107
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

嵐スタークル箱粒剤 日産化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2014/2/5 2008/2/6

ジノテフラン 22109
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

嵐スタークル箱粒剤
三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/2/5 2008/2/6

ジノテフラン 21884
ジノテフラン・オリ
サストロビン粒剤

嵐スタークル粒剤
三井化学アグロ
㈱

1.670% 稲 2013/2/6 2008/2/6
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■チアクロプリド（製品名五十音順）■チアクロプリド（製品名五十音順）■チアクロプリド（製品名五十音順）■チアクロプリド（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

チアクロプリド 20635
チアクロプリド・カ
ルプロパミド粒剤

ウィンバリアード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.500% 稲(箱育苗) 2013/4/26 2001/4/27

チアクロプリド 20697
チアクロプリド水
和剤

エコファイターフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

40.000% まつ(生立木) 2013/10/11 2001/10/12

チアクロプリド 20898
チアクロプリド水
和剤

エコファイターフロアブル３
バイエルクロップ
サイエンス㈱

3.000% まつ(生立木) 2014/9/16 2002/9/17

チアクロプリド 20897
チアクロプリド水
和剤

エコワン３フロアブル
井筒屋化学産業
㈱

3.000% まつ(生立木) 2014/9/16 2002/9/17

チアクロプリド 20696
チアクロプリド水
和剤

エコワンフロアブル
井筒屋化学産業
㈱

40.000% まつ(生立木) 2013/10/11 2001/10/12

チアクロプリド 21994
エチプロール・チ
アクロプリド水和

キラップバリアードフロアブル
バイエルクロップ
サイエンス㈱

25.000% 茶 2013/7/31 2007/8/1

チアクロプリド 20619
チアクロプリド水
和剤

クミアイバリアード顆粒水和
剤

クミアイ化学工業
㈱

― ― 2001/4/26 2007/4/26

チアクロプリド 21358
チアクロプリド・チ
アジニル粒剤

バイエルブイゲットバリアード
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.500% 稲(箱育苗) 2013/9/21 2004/9/22

チアクロプリド 20621
チアクロプリド粒
剤

バリアード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/25 2001/4/26

チアクロプリド 20618
チアクロプリド水
和剤

バリアード顆粒水和剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

30.000%

りんご/なし/もも/ネクタリン/小粒核
果類/おうとう/かき/メロン/いちご/
ぶどう/すいか、ピーマン/とうがらし
類/なす、トマト/ミニトマト/きゅうり/
ばれいしょ/ズッキーニ/茶

2013/4/25 2001/4/26

チアクロプリド 21357
チアクロプリド・チ
アジニル粒剤

ブイゲットバリアード粒剤 日本農薬㈱ 1.500% 稲(箱育苗) 2013/9/21 2004/9/22

チアクロプリド 21661
チアクロプリド・
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンスバリアードＬ
粒剤

日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/3/21 2006/3/22

チアクロプリド 21995
エチプロール・チ
アクロプリド水和

ホクコーキラップバリアードフ
ロアブル

北興化学工業㈱ 25.000% 茶 2013/7/31 2007/8/1

チアクロプリド 22707
チアクロプリド・イ
ソチアニル粒剤

ルーチンバリアード箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

1.500% 稲(箱育苗) 2013/5/18 2010/5/19

チアクロプリド 20620
チアクロプリド水
和剤

三共バリアード顆粒水和剤 ホクサン㈱ 30.000%

りんご/なし/もも/ネクタリン/小粒核
果類/おうとう/かき/メロン/いちご/
ぶどう/すいか、ピーマン/とうがらし
類/なす、トマト/ミニトマト/きゅうり/

2013/4/25 2001/4/26
類/なす、トマト/ミニトマト/きゅうり/
ばれいしょ/ズッキーニ/茶
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■チアメトキサム（製品名五十音順）■チアメトキサム（製品名五十音順）■チアメトキサム（製品名五十音順）■チアメトキサム（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

チアメトキサム 21869
チアメトキサム液
剤

アクタラＡＬ
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

0.005%

えだまめ、だいず/きゅうり/なす/トマ
ト/ピーマン/キャベツ/かんきつ/うめ
/花き類･観葉植物/ポインセチア/つ
つじ類

2013/1/23 2007/1/24

チアメトキサム 22402
チアメトキサム水
和剤

アクタラフロアブル
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

21.400% 稲 2015/7/1 2009/7/2

チアメトキサム 20674
チアメトキサム粒
剤

アクタラ箱粒剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/8/21 2001/8/22

チアメトキサム 20673
チアメトキサム粒
剤

アクタラ粒剤５
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

0.500%

きゅうり/なす/トマト/ミニトマト/ピー
マン/とうがらし類/カリフラワー/ブ
ロッコリー/キャベツ/はくさい/すいか
/いちご/メロン/レタス/非結球レタス
/かんしょ/さといも/ばれいしょ/ねぎ
/わけぎ/あさつき/こまつな/チンゲ
ンサイ/セルリー/かんきつ(苗木)/れ
んこん/だいこん/こんにゃく/ほうれ
んそう/のざわな/せり/つつじ類/
げっきつ/花き類･観葉植物

2013/8/21 2001/8/22

チアメトキサム 20672
チアメトキサム水
溶剤

アクタラ顆粒水溶剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

10.000%

なし/もも/おうとう/りんご/小粒核果
類/ぶどう/かき/いちじく/マンゴー/
アセロラ/バナナ/グアバ(果実)/かん
きつ/かんきつ(苗木)/きゅうり/メロン
/すいか/にがうり/食用へちま/トマト
/ミニトマト/なす/ピーマン/とうがらし
類/キャベツ/はくさい/ブロッコリー/
カリフラワー/だいこん/非結球あぶ
らな科葉菜類/ねぎ/わけぎ/ばれい
しょ/未成熟とうもろこし/だいず、え
だまめ/いんげんまめ/さやいんげん
/エンサイ/オクラ/レタス/しそ/うこぎ
/セージ/にら/モロヘイヤ、アスパラ
ガス/ほうれんそう/みょうが(花穂、
茎葉)/てんさい/茶/花き類･観葉植
物/きく/つつじ類

2013/8/21 2001/8/22

チアメトキサム 22050
チアメトキサム液
剤

アトラック液剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

4.000%
さくら/けやき/まつ/ヤシ/デイゴ/プ
ラタナス

2013/11/13 2007/11/14

チアメトキサム 22403
チアメトキサム・
アゾキシストロビ
ン水和剤

アミスターアクタラＳＣ
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

6.500% 稲 2015/7/1 2009/7/2

チアメトキサム 22329

エマメクチン安息
香酸塩・チアメト
キサム・ジフェノコ
ナゾール液剤

ガーディーＡＬ
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

0.005%
トマト/きゅうり/キャベツ/いちご/花
き類･観葉植物/つばき類/つつじ類

2015/2/3 2009/2/4

チアメトキサム 22334

エマメクチン安息
香酸塩・チアメト
キサム・ジフェノコ
ナゾール水溶剤

ガーディーＳＧ
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

2.500%
花き類･観葉植物/ポインセチア/や
ぶつばき

2015/2/3 2009/2/4

チアメトキサム 21961
チアメトキサム液
剤

カダンスプレーＥＸ フマキラー㈱ 0.005%

えだまめ、だいず/きゅうり/なす/トマ
ト/ピーマン/キャベツ/かんきつ/うめ
/花き類･観葉植物/ポインセチア/つ
つじ類

2013/5/8 2007/5/9

チアメトキサム 22330

エマメクチン安息
香酸塩・チアメト
キサム・ジフェノコ
ナゾール液剤

カダンプラスＤＸ フマキラー㈱ 0.005%
トマト/きゅうり/キャベツ/いちご/花
き類･観葉植物/つばき類/つつじ類

2015/2/3 2009/2/4

チアメトキサム 22746
チアメトキサム複
合肥料

キープレイヤー
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

1.200%
花き類･観葉植物(ポット･プランター
等の容器栽培)/ポインセチア(ポット･
プランター等の容器栽培)

2013/6/24 2010/6/25

チアメトキサム 23161
チアメトキサム水
和剤

クルーザー４８
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

48.000%
なす／ピーマン、きゅうり、メロン／レ
タス／ほうれんそう

2015/11/20 2012/11/21

チアメトキサム 21409
チアメトキサム水
和剤

クルーザーＦＳ３０
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

30.000%
だいず、えだまめ/いんげんまめ/豆
類/とうもろこし(子実)/未成熟とうもろ
こし/飼料用とうもろこし

2013/11/1 2004/11/2

チアメトキサム 22917

チアメトキサム・フ
ルジオキソニル・
メタラキシルＭ水
和剤

クルーザーＭＡＸＸ
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

22.600% あずき/だいず/えだまめ/てんさい 2014/4/5 2011/4/6

チアメトキサム 22555
クロラントラニリプ
ロール・チアメト
キサム水和剤

ジュリボフロアブル
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

17.500%
キャベツ/はくさい/レタス/非結球レ
タス/ブロッコリー

2013/1/19 2010/1/20

チアメトキサム 20850
チアメトキサム・
ピロキロン粒剤

デジタルコラトップアクタラ箱
粒剤

シンジェンタ　ジャ
パン㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2014/6/17 2002/6/18

チアメトキサム 20907
アシベンゾラルＳ
メチル・チアメトキ
サム粒剤

デジタルバイオンアクタラ箱
粒剤

シンジェンタ　ジャ
パン㈱

― ― 2002/10/3 2005/10/3

チアメトキサム 22996
チアメトキサム粒
剤

デジタルフレア箱粒剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

8.000% 稲(箱育苗) 2014/11/8 2011/11/9
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チアメトキサム 22279
チアメトキサム・
ピロキロン粒剤

デジタルメガフレア箱粒剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

8.000% 稲(箱育苗) 2014/10/21 2008/10/22

チアメトキサム 20413
チアメトキサム水
和剤

ビートルコップ顆粒水和剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

― ― 2000/8/15 2012/8/15

チアメトキサム 21937
チアメトキサム水
和剤

ビートルコップ顆粒水和剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

25.000% 芝/まつ(生立木) 2013/3/19 2007/3/20

チアメトキサム 21431
チアメトキサム・
ルフェヌロン水和

リーズン顆粒水和剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

10.000% りんご/かんきつ/茶 2013/11/23 2004/11/24

チアメトキサム 22051
チアメトキサム液
剤

井筒屋アトラック液剤
井筒屋化学産業
㈱

4.000%
さくら/けやき/まつ/ヤシ/デイゴ/プ
ラタナス

2013/11/13 2007/11/14

チアメトキサム 22335

エマメクチン安息
香酸塩・チアメト
キサム・ジフェノコ
ナゾール水溶剤

花華やか　顆粒水溶剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

2.500%
花き類･観葉植物/ポインセチア/や
ぶつばき

2015/2/3 2009/2/4

チアメトキサム 22746
チアメトキサム複
合肥料

花色彩
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

1.200%
花き類･観葉植物(ポット･プランター
等の容器栽培)/ポインセチア(ポット･
プランター等の容器栽培)

2013/6/24 2010/6/25

チアメトキサム 22404
チアメトキサム・
アゾキシストロビ
ン水和剤

協友アミスターアクタラＳＣ 協友アグリ㈱ 6.500% 稲 2015/7/1 2009/7/2
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■ニテンピラム（製品名五十音順）■ニテンピラム（製品名五十音順）■ニテンピラム（製品名五十音順）■ニテンピラム（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

ニテンピラム 20100
カルタップ・ニテン
ピラム水溶剤

ウォンテッド水溶剤 住化武田農薬㈱ ― ― 1998/12/11 2004/12/11

ニテンピラム 19108
カルタップ・ニテン
ピラム・バリダマ
イシン粉剤

パダンバリダベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.250% 稲 2013/11/27 1995/11/28

ニテンピラム 19106
カルタップ・ニテン
ピラム粉剤

パダンベスト粉剤ＤＬ 住化武田農薬㈱ ― ― 1995/11/28 2004/11/28

ニテンピラム 19105
カルタップ・ニテン
ピラム粒剤

パダンベスト粒剤 住友化学㈱ 1.000% 稲 2013/11/27 1995/11/28

ニテンピラム 19107
ニテンピラム・バ
リダマイシン粉剤

バリダベスト粉剤ＤＬ 住化武田農薬㈱ ― ― 1995/11/28 2004/11/28

ニテンピラム 20078

カルタップ・ニテン
ピラム・バリダマ
イシン・フェリムゾ
ン・フサライド粉

ブラシンパダンバリダベスト粉
剤ＤＬ

住友化学㈱ 0.250% 稲 2013/12/8 1998/12/9

ニテンピラム 19725
カルタップ・ニテン
ピラム・フェリムゾ
ン・フサライド粉

ブラシンパダンベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.250% 稲 2015/9/29 1997/9/30

ニテンピラム 19748

ニテンピラム・バ
リダマイシン・フェ
リムゾン・フサライ
ド粉剤

ブラシンバリダベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.250% 稲 2015/10/20 1997/10/21

ニテンピラム 19319
ニテンピラム・フェ
リムゾン・フサライ
ド粉剤

ブラシンベスト粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.250% 稲 2014/8/26 1996/8/27

ニテンピラム 19102
ニテンピラム水溶
剤

ベストガード水溶剤 住友化学㈱ 10.000%

稲/もも、りんご/なし/ぶどう/かき/
かんきつ/ばれいしょ/メロン、すいか
/きゅうり/とうがらし類/なす/トマト、
ミニトマト/いちご/レタス/だいこん/
せり/せり(水耕栽培)/食用べにばな
(花)/茶/花き類･観葉植物/たばこ

2013/11/27 1995/11/28

ニテンピラム 19104 ニテンピラム粉剤 ベストガード粉剤ＤＬ 住友化学㈱ 0.250% 稲 2013/11/27 1995/11/28

ニテンピラム 19103 ニテンピラム粒剤 ベストガード粒剤 住友化学㈱ 1.000%

稲/きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/
すいか/ピーマン、ししとう/とうがらし
類/メロン/いちご/ねぎ/わけぎ、あさ
つき/しゅんぎく/レタス/食用ぎく/す
いぜんじな/ズッキーニ/うり類(漬物

2013/11/27 1995/11/28
つき/しゅんぎく/レタス/食用ぎく/す
いぜんじな/ズッキーニ/うり類(漬物
用)/花き類･観葉植物

ニテンピラム 19459

カルタップ・ニテン
ピラム・バリダマ
イシン・フサライド
粉剤

ラブパダンバリダベスト粉剤Ｄ
Ｌ

住化武田農薬㈱ ― ― 1996/12/25 2005/12/25

ニテンピラム 22128
ニテンピラム水溶
剤

わさび用ベストガード水溶剤 住友化学㈱ 10.000% わさび 2014/2/27 2008/2/29

ニテンピラム 21610
ニテンピラム水溶
剤

協友ベストガード水溶剤 協友アグリ㈱ 10.000%

稲/もも、りんご/なし/ぶどう/かき/
かんきつ/ばれいしょ/メロン、すいか
/きゅうり/とうがらし類/なす/トマト、
ミニトマト/いちご/レタス/だいこん/
せり/せり(水耕栽培)/食用べにばな
(花)/茶/花き類･観葉植物/たばこ

2014/12/13 2005/12/14

ニテンピラム 21609 ニテンピラム粒剤 協友ベストガード粒剤 協友アグリ㈱ 1.000%

稲/きゅうり/なす/トマト、ミニトマト/
すいか/ピーマン、ししとう/とうがらし
類/メロン/いちご/ねぎ/わけぎ、あさ
つき/しゅんぎく/レタス/食用ぎく/す
いぜんじな/ズッキーニ/うり類(漬物
用)/花き類･観葉植物

2014/12/13 2005/12/14
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト〔原体別〕

■フィプロニル（製品名五十音順）■フィプロニル（製品名五十音順）■フィプロニル（製品名五十音順）■フィプロニル（製品名五十音順）

(出典：農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」　http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html　※2013年2月13日時点)

原体原体原体原体
登録登録登録登録
番号番号番号番号

種類種類種類種類 製品名製品名製品名製品名 発売元発売元発売元発売元
成分成分成分成分
濃度濃度濃度濃度

適用作物適用作物適用作物適用作物
登録有効登録有効登録有効登録有効
期限期限期限期限

登録日登録日登録日登録日 失効日失効日失効日失効日

フィプロニル 22220
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

ＢＡＳＦ　Ｄｒ．オリゼプ
リンスエース粒剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2014/8/5 2008/8/6

フィプロニル 21045
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

ＢＡＳＦデラウスプリンス粒剤
０６

ＢＡＳＦジャパン㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2015/4/7 2003/4/8

フィプロニル 21062
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

ＢＡＳＦデラウスプリンス粒剤
１０

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/4/21 2003/4/22

フィプロニル 21110
フィプロニル・トリ
シクラゾール粒剤

ＢＡＳＦビームプリンス粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2012/11/4 2003/11/5

フィプロニル 22068
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ＢＡＳＦビルダープリンスス
タークル粒剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22275
ピメトロジン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ＢＡＳＦビルダープリンス
チェス粒剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/8

フィプロニル 22025
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

ＢＡＳＦプリンスオリゼメート嵐
５粒剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/15

フィプロニル 22760 フィプロニル粒剤 ＢＡＳＦプリンス粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗)/キャベツ/ブロッコリー 2013/8/3 2010/8/4

フィプロニル 21019
フィプロニル・チフ
ルザミド・プロベ
ナゾール粒剤

ＤＡＳビルダープリンスグレー
タム粒剤

日産化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/2/24 2003/2/25

フィプロニル 21273
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンスアドマイ
ヤー粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

フィプロニル 22218
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンスエー
ス粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.600% 稲(箱育苗) 2014/8/5 2008/8/4

フィプロニル 20007
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤１０
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/15

フィプロニル 21263
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤１０Ｈ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2004/4/5

フィプロニル 20010
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.600% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/15

フィプロニル 21265
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６Ｈ 明治製菓㈱ ― ― 2004/4/7 2010/4/7

フィプロニル 10229
カルボスルファ
ン・フィプロニル

アグロスガゼットプリンス粒剤 住友化学㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25

カルボスルファ
フィプロニル 19562

カルボスルファ
ン・フィプロニル

アグロスギャング粒剤 住友化学㈱ ― ― 1997/3/24 2012/3/24

フィプロニル 20282
フィプロニル・フラ
メトピル粒剤

アグロスプリンスリンバー箱
粒剤

住友化学㈱ ― ― 1999/12/10 2005/4/19

フィプロニル 22039
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

アプライプリンス粒剤１０
 

日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/30 2007/10/29

フィプロニル 22040
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

アプライプリンス粒剤６ 日本農薬㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2013/10/30 2007/10/29

フィプロニル 20369
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

アベンティスデラウスプリンス
粒剤０６

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2000/4/28 2004/9/30

フィプロニル 20732
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

アベンティスデラウスプリンス
粒剤１０

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2000/4/28 2004/9/30

フィプロニル 20713
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

アベンティスビルダープリンス
粒剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/11/18 2001/11/18

フィプロニル 19968
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

アミスタープリンス粒剤
シンジェンタ　ジャ
パン㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/25

フィプロニル 21197
イミダクロプリド・
フィプロニル・カル
プロパミド粒剤

ウィンアドマイヤープリンス箱
粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/1/7 2010/1/7

フィプロニル 21196
フィプロニル・カル
プロパミド粒剤

ウィンプリンス箱粒剤
バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 2004/1/7 2010/1/7

フィプロニル 19545
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

オリゼメートプリンス粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2015/2/9 1997/2/8

フィプロニル 19227
カルボスルファ
ン・フィプロニル

ガゼットプリンス粒剤 ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25

フィプロニル 19560
カルボスルファ
ン・フィプロニル

ギャング粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2015/3/23 1997/3/23

フィプロニル 22003
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

コメホープ箱粒剤
㈱ニチノーサービ
ス

1.000% 稲(箱育苗) 2013/9/4 2007/9/3

フィプロニル 19226 フィプロニル粒剤 シオノギ・プリンス粒剤 塩野義製薬㈱ ― ― 1996/4/25 2002/4/25

フィプロニル 22273
ピメトロジン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

シンジェンタ　ビルダープ
リンスチェス粒剤

シンジェンタ　ジャ
パン㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/6

フィプロニル 20584
フィプロニル・ジク
ロシメット・フラメト
ピル粒剤

デラウスプリンスリンバー箱
粒剤

住友化学㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/1/29 2001/1/30

フィプロニル 20368
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

デラウスプリンス粒剤０６ 住友化学㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

フィプロニル 20371
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

デラウスプリンス粒剤１０ 住友化学㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

フィプロニル 21275
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエル　Ｄｒ．オリゼプリンス
アドマイヤー粒剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

フィプロニル 21004
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルＤｒ．オリゼプリンス
粒剤１０

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/5/13
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フィプロニル 21005
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルＤｒ．オリゼプリンス
粒剤６

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/5/13

フィプロニル 21002
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

バイエルアミスタープリンス粒
剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

フィプロニル 21000
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルオリゼメートプリンス
粒剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2005/5/12

フィプロニル 21001
フィプロニル・トリ
シクラゾール粒剤

バイエルビームプリンス粒剤 ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2004/9/30

フィプロニル 21003
フィプロニル・イソ
プロチオラン・ピ
ロキロン粒剤

バイエルピカピカ粒剤 ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

フィプロニル 20999
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

バイエルビルダープリンス粒
剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

フィプロニル 21006
フィプロニル・イソ
プロチオラン粒剤

バイエルフジワンプリンス粒
剤

ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2003/1/8 2003/6/5

フィプロニル 20839
フィプロニル・チフ
ルザミド・トリシク
ラゾール粒剤

ビームプリンスグレータム箱
粒剤

ダウ・ケミカル日
本㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2014/5/16 2002/5/17

フィプロニル 19571
フィプロニル・トリ
シクラゾール粒剤

ビームプリンス粒剤
ダウ・ケミカル日
本㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2015/3/23 1997/3/24

フィプロニル 20234
フィプロニル・イソ
プロチオラン・ピ
ロキロン粒剤

ピカピカ粒剤 日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2014/8/26 1999/8/27

フィプロニル 22022
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ビルダープリンスアドマイヤー
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

フィプロニル 21017
フィプロニル・チフ
ルザミド・プロベ
ナゾール粒剤

ビルダープリンスグレータム
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2015/2/24 2003/2/25

フィプロニル 22066
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

三井化学アグロ
㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22065
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ビルダープリンススタークル
粒剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22272
ピメトロジン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ビルダープリンスチェス粒
剤

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/8

フィプロニル 20711
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ビルダープリンス粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/11/18 2001/11/19

フィプロニル 22549
ホクコーファース
トオリゼプリンス
粒剤１０

ファーストオリゼプリンス
粒剤１０

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

フィプロニル 22359
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ファーストオリゼプリンス
粒剤６

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

0.600% 稲(箱育苗) 2015/3/17 2009/3/18

フィプロニル 22027
イミダクロプリド・
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンスアドマイ
ヤー粒剤

日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

チアクロプリド・
ブイゲットプリンスバリアードＬ

フィプロニル 21661
チアクロプリド・
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンスバリアードＬ
粒剤

日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/3/21 2006/3/22

フィプロニル 22010
フィプロニル・チア
ジニル・フラメトピ
ル粒剤

ブイゲットプリンスリンバーＬ
粒剤

日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/9/18 2007/9/19

フィプロニル 21052
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンス粒剤１０ 日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/4/10 2003/4/11

フィプロニル 21200
フィプロニル・チア
ジニル粒剤

ブイゲットプリンス粒剤６ 日本農薬㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2013/1/6 2004/1/7

フィプロニル 22026
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

プリンスオリゼメート嵐５粒剤
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ㈱

1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

フィプロニル 21719
フィプロニル水和
剤

プリンスフロアブル ＢＡＳＦジャパン㈱ 5.000%

なたね/キャベツ/はくさい/チン
ゲンサイ/カリフラワー/ブロッコ
リー/未成熟とうもろこし/てんさ
い/ストック/きく、カーネーショ
ン/ばら

2015/6/6 2006/6/7

フィプロニル 20785 フィプロニル水和 プリンスフロアブル ＢＡＳＦアグロ㈱ ― ― 2002/4/1 2007/3/6
フィプロニル 21839 フィプロニル粒剤 プリンスベイト ＢＡＳＦジャパン㈱ 0.500% さとうきび/かんしょ 2012/11/14 2006/11/15

フィプロニル 20281
フィプロニル・フラ
メトピル粒剤

プリンスリンバー箱粒剤 住友化学㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2014/12/9 1999/12/10

フィプロニル 19223 フィプロニル粒剤 プリンス粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000%
稲(箱育苗)/キャベツ/ブロッコ
リー

2014/4/24 1996/4/25

フィプロニル 21274
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンスア
ドマイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/20 2004/4/21

フィプロニル 22219
フィプロニル・オリ
サストロビン・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリ
ンスエース粒剤

北興化学工業㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2014/8/5 2008/5/6

フィプロニル 20008
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤１０

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17

フィプロニル 21264
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤１０Ｈ

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/6 2004/4/7

フィプロニル 20011
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤６

北興化学工業㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17

フィプロニル 21266
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーＤｒ．オリゼプリンス粒
剤６Ｈ

北興化学工業㈱ ― ― 2004/4/7 2010/4/7

フィプロニル 22023
イミダクロプリド・
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダープリンスアド
マイヤー粒剤

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/3 2007/10/4

フィプロニル 21018
フィプロニル・チフ
ルザミド・プロベ
ナゾール粒剤

ホクコービルダープリンスグ
レータム粒剤

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/2/24 2003/2/25
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フィプロニル 22067
ジノテフラン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ホクコービルダープリンスス
タークル粒剤

北興化学工業㈱ 2.000% 稲(箱育苗) 2013/11/27 2007/11/28

フィプロニル 22274
ピメトロジン・フィ
プロニル・プロベ
ナゾール粒剤

ホクコービルダープリンス
チェス粒剤

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2014/10/7 2008/10/8

フィプロニル 20712
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコービルダープリンス粒
剤

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/11/18 2001/11/19

フィプロニル 22548
ホクコーファース
トオリゼプリンス
粒剤１０

ホクコーファーストオリゼ
プリンス粒剤１０

北興化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2012/12/15 2009/12/16

フィプロニル 22360
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ホクコーファーストオリゼ
プリンス粒剤６

北興化学工業㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2015/3/17 2009/3/18

フィプロニル 20009
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ローヌ・プーランＤｒ．オリゼプ
リンス粒剤１０

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17

フィプロニル 20012
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ローヌ・プーランＤｒ．オリゼプ
リンス粒剤６

ＢＡＳＦジャパン㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2013/7/16 1998/7/17

フィプロニル 19969
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

ローヌ・プーランアミスタープ
リンス粒剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/27

フィプロニル 19544
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

ローヌ・プーランオリゼメート
プリンス粒剤

バイエルクロップ
サイエンス㈱

― ― 1997/2/10 2003/2/10

フィプロニル 19570
フィプロニル・トリ
シクラゾール粒剤

ローヌ・プーランビームプリン
ス粒剤

住友化学㈱ ― ― 1997/3/24 2003/3/24

フィプロニル 20235
フィプロニル・イソ
プロチオラン・ピ
ロキロン粒剤

ローヌ・プーランピカピカ粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2014/8/26 1999/8/27

フィプロニル 19230
フィプロニル・イソ
プロチオラン粒剤

ローヌ・プーランフジワンプリ
ンス粒剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2014/4/24 1996/4/25

フィプロニル 22011
フィプロニル・チア
ジニル・フラメトピ
ル粒剤

住友化学ブイゲットプリンスリ
ンバーＬ粒剤

住友化学㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/9/18 2007/9/19

フィプロニル 19970
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

日産アミスタープリンス粒剤 日産化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/27

フィプロニル 19546
フィプロニル・プロ
ベナゾール粒剤

日産オリゼメートプリンス粒剤 日産化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/2/9 1997/2/10

フィプロニル 19228
カルボスルファ
ン・フィプロニル

日産ガゼットプリンス粒剤 日産化学工業㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25

フィプロニル 19561
カルボスルファ
ン・フィプロニル

日産ギャング粒剤 日産化学工業㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2015/3/23 1997/3/24

フィプロニル 20370
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

日産デラウスプリンス粒剤０６ 日産化学工業㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

フィプロニル 20373
フィプロニル・ジク
ロシメット粒剤

日産デラウスプリンス粒剤１０ 日産化学工業㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/4/27 2000/4/28

フィプロニル 19224 フィプロニル粒剤 日産プリンス粒剤 日産化学工業㈱ 1.000%
稲(箱育苗)/キャベツ/ブロッコ
リー

2014/4/24 1996/4/25

フィプロニル 19971
フィプロニル・アゾ
キシストロビン粒

日農アミスタープリンス粒剤 日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/4/26 1998/4/27

フィプロニル 19231
フィプロニル・イソ
プロチオラン粒剤

日農フジワンプリンス粒剤 日本農薬㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2014/4/24 1996/4/25
プロチオラン粒剤

フィプロニル 19225 フィプロニル粒剤 日農プリンス粒剤 日本農薬㈱ ― ― 1996/4/25 2005/4/25

フィプロニル 22966
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

北おろし箱粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2014/9/27 2011/9/28

フィプロニル 22024
イミダクロプリド・
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンスアドマイヤー箱粒
剤

ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/16 2007/10/17

フィプロニル 22792
ピメトロジン・フィ
プロニル・オリサ
ストロビン粒剤

嵐プリンスチェス箱粒剤 ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2013/10/12 2010/10/13

フィプロニル 21751
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンス箱粒剤１０ ＢＡＳＦジャパン㈱ 1.000% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16

フィプロニル 21752
フィプロニル・オリ
サストロビン粒剤

嵐プリンス箱粒剤６ ＢＡＳＦジャパン㈱ 0.600% 稲(箱育苗) 2015/8/15 2006/8/16
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【参考】【参考】【参考】【参考】農家での使用サンプル農家での使用サンプル農家での使用サンプル農家での使用サンプル    

有機JAS農産物、無農薬・無化学肥料、特別栽培農産物、エコファーマー農産物を取り扱う生産者団体A社の栽培管理

シートより抽出したサンプル（2008 年～13 年累計）です。適用作物、使用農薬、使用回数すべてにおいて、通常の慣行

栽培より低減されていることが予想されます。A 社の契約先では、米に関してはネオニコチノイド系農薬不使用の栽培方

法を確立しているほか、フィプロニルも全作物に対し使用していません。 

� 加盟農家は 178 人、うちネオニコチノイド系農薬使用農家は 78 人。 

� 使用量はすべて特別栽培ガイドライン内（地域慣行レベルと比較して使用回数 50％以下）。 

� データは使用予定の農薬も含む（実際に使用されなかった場合もある）。 

� 購入苗にすでに使用されていた場合も含む。 
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生産者団体A社の栽培管理シートより抽出したサンプル（2008年～13年累計）生産者団体A社の栽培管理シートより抽出したサンプル（2008年～13年累計）生産者団体A社の栽培管理シートより抽出したサンプル（2008年～13年累計）生産者団体A社の栽培管理シートより抽出したサンプル（2008年～13年累計）

アセタミプリドアセタミプリドアセタミプリドアセタミプリド フロニカミドフロニカミドフロニカミドフロニカミド クロチアニジンクロチアニジンクロチアニジンクロチアニジン イミダクロプリドイミダクロプリドイミダクロプリドイミダクロプリド チアメトキサムチアメトキサムチアメトキサムチアメトキサム チアクロプリドチアクロプリドチアクロプリドチアクロプリド ニテンピラムニテンピラムニテンピラムニテンピラム ジノテフランジノテフランジノテフランジノテフラン
アスパラガス モスピラン水溶剤
いちご モスピラン水溶剤 ウララＤＦ
エンサイ モスピラン水溶剤

かぼちゃ モスピラン水溶剤
ダントツ水溶剤 、
ダントツ粒剤

アドマイヤー１粒
剤

かんしょ
アクタラ顆粒水溶
剤

キャベツ ウララＤＦ

クミアイアドマイ
ヤーフロアブル、
アドマイヤーフロ
アブル

きゅうり モスピラン水溶剤
アドマイヤー顆粒
水和剤

バリアード顆粒水
和剤

ベストガード水溶
剤

アルバリン顆粒
水溶剤

ごぼう
アドマイヤーフロ
アブル

こまつな モスピラン水溶剤
さやいんげん モスピラン水溶剤

しゅんぎく
スタークル顆粒水
溶剤、アルバリン
顆粒水溶剤

すいか モスピラン水溶剤
アドマイヤー水和
剤

だいこん モスピラン水溶剤
クミアイアドマイ
ヤーフロアブル

アルバリン粒剤、
アルバリン顆粒
水溶剤

チンゲンサイ モスピラン水溶剤

トマト モスピラン水溶剤
ベストガード粒剤
、ベストガード水
溶剤

アルバリン顆粒
水溶剤

なし モスピラン水溶剤 ウララＤＦ ダントツ水溶剤
バリアード顆粒水
和剤

ベストガード粒剤
アルバリン顆粒
水溶剤

なす
日農モスピラン水
溶剤 、モスピラン
水溶剤

ウララＤＦ ダントツ水溶剤
アドマイヤー顆粒
水和剤

アクタラ粒剤５
バリアード顆粒水
和剤

ベストガード水溶
剤

ホクコースターク
ル顆粒水溶剤、
スタークル顆粒水
溶剤、スタークル
粒剤、アルバリン
粒剤

にんじん
アルバリン顆粒
水溶剤

ねぎ モスピラン水溶剤 ダントツ水溶剤
アドマイヤーフロ
アブル

アクタラ顆粒水溶
剤

アルバリン顆粒
水溶剤

バジル
スタークル顆粒水
溶剤、アルバリン
顆粒水溶剤

ばれいしょ
モスピランＳＬ液
剤

アドマイヤー水和
剤

アクタラ顆粒水溶
剤

ピーマン
モスピラン水溶剤
（苗）、モスピラン
粒剤

アドマイヤー顆粒
水和剤（苗）

アクタラ顆粒水溶
剤

バリアード顆粒水
和剤苗）

ベストガード水溶
剤（苗）

スタークル顆粒水
溶剤、アルバリン
粒剤、アルバリン
顆粒水溶剤

みずな モスピラン水溶剤
アクタラ顆粒水溶
剤

三井東圧アルバ
リン顆粒水溶剤

ミニトマト
日農モスピラン水
溶剤 、モスピラン
水溶剤

ウララＤＦ ダントツ水溶剤
アドマイヤー顆粒
水和剤

バリアード顆粒水
和剤

ベストガード水溶
剤

スタークル粒剤、
ホクコースターク
ル粒剤、スターク
ル顆粒水溶剤、
アルバリン粒剤、

メロン モスピラン水溶剤 ダントツ水溶剤
アドマイヤー水和
剤

ベストガード水溶
剤

れんこん モスピラン水溶剤 ダントツ水溶剤

わさびな モスピラン水溶剤
アクタラ顆粒水溶
剤

・生産者団体A社は、有機JAS農産物、無農薬・無化学肥料、特別栽培農産物、エコファーマー農産物を取り扱う
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（（（（２２２２））））無人ヘリコプターで散布されるネオニコチノイド無人ヘリコプターで散布されるネオニコチノイド無人ヘリコプターで散布されるネオニコチノイド無人ヘリコプターで散布されるネオニコチノイド    

登録農薬の有人ヘリコプター散布を行う際には、散布に先立ち、農林水産省・環境省令「農薬を使用する者が遵守すべ

き基準を定める省令」に基づいて「農薬使用計画書」を農林水産大臣に届け出ます。 

 

現在、有人ヘリコプターに代わり空中散布の主流を占めている無人ヘリコプター（ラジコンヘリ）は、農林水産省通知「無

人ヘリコプター利用技術指導指針」に基づき、都道府県単位で設置される「無人ヘリコプター協議会」に「実施計画書」を

報告することが定められています。 

 

どちらの場合にも、農林水産省や地方の農政局（有人ヘリ）、各地の無人ヘリコプター協議会（無人ヘリ）で実施計画書

の閲覧が可能です。散布する農薬の種類や散布地域の面積などはこの計画書によって報告されていますが、詳細な全

国統計データとしては公開されていません。 
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原体名 商品名 対象作物
アセタミプリド モスピランＳＬ液剤 ばれいしょ／未成熟とうもろこし
アセタミプリド マツグリーン液剤２ まつ(生立木)
イミダクロプリド アドマイヤーフロアブル かんきつ／とうもろこし
イミダクロプリド アドマイヤー水和剤 ばれいしょ
イミダクロプリド アドマイヤー顆粒水和剤 ばれいしょ／とうもろこし
クロチアニジン ダントツフロアブル 稲／だいず
クロチアニジン ダントツＥＸフロアブル【北海道限定】 稲／だいず
クロチアニジン モリエートＳＣ まつ(生立木)
クロチアニジン モリエートマイクロカプセル まつ(生立木)
クロチアニジン ブラストップダントツフロアブル 稲
クロチアニジン ノンブラスバリダダンドツフロアブル 稲
クロチアニジン ノンブラスダンドツフロアブル 稲
クロチアニジン ブラシンダントツフロアブル 稲
クロチアニジン ブラシンバリダダントツフロアブル 稲
クロチアニジン ラブサイドダントツフロアブル 稲
ジノテフラン トレボンスターフロアブル 稲
ジノテフラン スタークル液剤１０ 稲／だいず
ジノテフラン スタークルメイト液剤１０ 稲／だいず
ジノテフラン スタークル1キロＨ粒剤 稲
ジノテフラン スタークルメイト1キロＨ粒剤 稲

無人ヘリコプターによる空中散布で使用される、無人ヘリコプターによる空中散布で使用される、無人ヘリコプターによる空中散布で使用される、無人ヘリコプターによる空中散布で使用される、
ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬リスト

無人ヘリコプターによる空中散布で使用される農薬については、「農林水産航空協会」が該当農薬
のリストを公開しています。ここでは、2013年2月25日時点の登録農薬のうち、ネオニコチノイド7種
とフィプロニルを含有する農薬をリスト化しました。

（出典：一般社団法人農林水産航空協会「登録農薬一覧」
http://mujin-heri.jp/index11.html　※2013年2月25日時点）

ジノテフラン スタークルメイト1キロＨ粒剤 稲
ジノテフラン アプロードスタークルゾル 稲
ジノテフラン ダブルカットスタークルフロアブル 稲
ジノテフラン カスラブスタークルフロアブル 稲
ジノテフラン トップジンスタークルフロアブル 稲
ジノテフラン ビームエイトスタークルゾル 稲
ジノテフラン コラットップスタークル1キロ粒剤 稲
ジノテフラン ラブサイドスタークルフロアブル 稲
ジノテフラン イモチエーススタークル１キロ粒剤 稲
チアクロプリド エコワン３フロアブル まつ(生立木)
チアメトキサム アミスターアクタラＳＣ 稲
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水稲の無人ヘリコプター空中散布に使用されたネオニコチノイド系殺虫剤（防除面積）水稲の無人ヘリコプター空中散布に使用されたネオニコチノイド系殺虫剤（防除面積）水稲の無人ヘリコプター空中散布に使用されたネオニコチノイド系殺虫剤（防除面積）水稲の無人ヘリコプター空中散布に使用されたネオニコチノイド系殺虫剤（防除面積）

2009年度（ha） 2010年度（ha） 2011年度（ha）

クロチアニジン 85,658 69,838 54,100
ジノテフラン 339,189 339,770 355,947
チアメトキサム － 1,880 6,222

市民グループがまとめた無人ヘリによる水稲防除の原体別防除面積の推移統計から、ネオニコチノイド系
農薬に関するデータを抽出しました。

出典：ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議主催「院内学習会
無人ヘリによる農薬空中散布を考える」（2012/11/20）での反農薬東京グループ辻万千子講演資料
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（（（（3333））））動物用医薬品動物用医薬品動物用医薬品動物用医薬品に使用されるネオニコチに使用されるネオニコチに使用されるネオニコチに使用されるネオニコチノイドノイドノイドノイド    

動物用医薬品は、食用になる畜水産物の安全性およびペットの健康へのリスク管理のため、「動物医薬品検査所」が製

造販売などについて「薬事法」に基づいた承認審査を行っています。 

 

このリストでは、2013 年 2 月 25 日時点の登録動物用医薬品のうち、ネオニコチノイド 7 種とフィプロニルを含有する製品

をリスト化しました。「動物医薬品検査所」では、農林水産省令「動物用医薬品等取締規則」に基づき、製造販売業者か

ら提出された取り扱い数量を農林水産大臣に報告していますが、個別品目に関する販売数量、製造数量、輸入数量デ

ータは提供していただけませんでした。 

 

出典：農林水産省動物医薬品検査所「動物医薬品等データベース」 http://www.nval.go.jp/asp/asp_dbDR_idx.asp 
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登録動物用医薬品のうち、ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する製品リスト登録動物用医薬品のうち、ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する製品リスト登録動物用医薬品のうち、ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する製品リスト登録動物用医薬品のうち、ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する製品リスト
（出典：農林水産省動物医薬品検査所「動物医薬品等データベース」　http://www.nval.go.jp/asp/asp_dbDR_idx.asp　※2013年2月25日時点）

原体名原体名原体名原体名 剤型剤型剤型剤型 製品名製品名製品名製品名 製造者製造者製造者製造者 含有量含有量含有量含有量 効能・効果効能・効果効能・効果効能・効果

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ スポット １００ 犬用 バイエル薬品㈱ 100mg/1.0mL
犬（体重４．１～１０．０
ｋｇ）：ノミの駆除

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ スポット ２５０ 犬用 バイエル薬品㈱ 250mg/2.5mL
犬（体重１０．１ｋｇ以
上）：ノミの駆除

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ スポット ４０ 犬用 バイエル薬品㈱
40mg/0.4mL/ﾋﾟ
ﾍﾟｯﾄ

犬（体重１．６～４．０ｋ
ｇ）：ノミの駆除

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ スポット ４０ 猫用 バイエル薬品㈱ 40mg/0.4mL
猫（体重１．６～４．０ｋ
ｇ以上）：ノミの駆除

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ スポット ４００ 犬用 バイエル薬品㈱ 400.0mg/4.0ml
犬（体重１．６～４．０ｋ
ｇ）：ノミの駆除

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ スポット ８０ 猫用 バイエル薬品㈱ 80mg/0.8mL
猫（体重４．１ｋｇ以
上）：ノミの駆除

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ ハート バイエル薬品㈱ 100.0mg 犬　7週齢以上

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ プラス犬用 バイエル薬品㈱ 100.0mg

犬：ノミの駆除、ノミ卵
の孵化阻害及び幼虫
の脱皮阻害によるノミ
成虫の寄生予防

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドバンテージ プラス猫用 バイエル薬品㈱ 100.0mg

猫：ノミの駆除，ノミ卵
の孵化阻害及び幼虫
の脱皮阻害によるノミ
成虫の寄生予防

イミダクロプリド アドバンテージ 原体 バイエルメディカル㈱ 製剤原料

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

アドボケート　猫用 バイエル薬品㈱ 100.0mg/1mL
猫：ノミ、ミミヒゼンダ
ニ、猫回虫及び猫鉤
虫の駆除

イミダクロプリド
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

ノックベイト
バイエルクロップサイ
エンス㈱

0.50g/100g
畜・鶏舎内及び周辺
のイエバエ成虫の駆

イミダクロプリド
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

フォートレオン バイエル薬品㈱ 100.0mg/1mL
犬：ノミ及びマダニの
駆除

ジノテフラン
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

エコスピード
住化エンビロサイエン
ス㈱

20.0g
畜・鶏舎内及びその
周辺のハエの成虫の

ジノテフラン
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

エコスピード　パック
住化エンビロサイエン
ス㈱

20.0g
畜・鶏舎内及びその
周辺のハエの成虫の

ジノテフラン
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

フォアガルド Ｃ　スポット 住化ライフテク㈱ 100mg/1mL

猫に寄生するノミの駆
除。ノミの卵の孵化阻
害及び幼虫の脱皮阻
害によるノミ成虫の寄
生予防。

ジノテフラン フォアガルド キャット スポット
住化エンビロサイエン
ス㈱

100mg/1mL

猫に寄生するノミの駆
除。ノミの卵の孵化阻
害及び幼虫の脱皮阻
害によるノミ成虫の寄
生予防。

ジノテフラン
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

フラッシュベイト
住化エンビロサイエン
ス㈱

20.0g/100g
畜・鶏舎内及びその
周辺のハエの成虫の

ジノテフラン
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

フラッシュベイト－ＷＰ
住化エンビロサイエン
ス㈱

20.0g
畜・鶏舎内及びその
周辺のハエの成虫の
駆除。

チアメトキサム
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

デラバル　アプタオールＡ デラバル㈱ 10.0g/100g
畜・鶏舎内及びその
周辺のイエバエの成
虫の駆除

チアメトキサム
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

アジタ１％粒
ノバルティス　アニマ
ルヘルス㈱

1.0g/100g
畜・鶏舎内及びその
周辺のイエバエの成
虫の駆除

チアメトキサム
粒・散剤（準散剤・顆粒剤
を含む）

アジタ１０％溶解用
ノバルティス　アニマ
ルヘルス㈱

10.0g/100g
畜・鶏舎内及びその
周辺のイエバエの成
虫の駆除

ニテンピラム 錠剤 キャプスター錠 11.4mg
ノバルティス　アニマ
ルヘルス㈱

11.40mg/１錠
(100mg)

犬又は猫に寄生する
ノミの駆除

ニテンピラム 錠剤 キャプスター錠 57.0mg
ノバルティス　アニマ
ルヘルス㈱

57.00mg/１錠
(500mg)

犬に寄生するノミの駆
除

ニテンピラム 錠剤 プログラムＡ錠 11.4mg
ノバルティス　アニマ
ルヘルス㈱

11.40mg/１錠
(100mg)

犬又は猫に寄生する
ノミの駆除

ニテンピラム 錠剤 プログラムＡ錠 57.0mg
ノバルティス　アニマ
ルヘルス㈱

57.00mg/１錠
(500mg)

犬に寄生するノミの駆
除
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フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

サーチフェクト メリアル・ジャパン㈱

100.0mg/フィプ
ロニル／(S)・メ
トプレン溶液
1mL

犬：ノミ及びマダニの
駆除及び寄生予防、
並びにそれを伴う
Babesia canisによる
バベシア症及び
Borrelia burgdorferi
によるライム病の感染
機会の低減

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

フロントライン　スポットオン　キャット メリアル・ジャパン㈱ 10.00g
猫に寄生するノミ、マ
ダニの駆除

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

フロントライン　スポットオン　ドッグ メリアル・ジャパン㈱ 10.00g
犬に寄生するノミ、マ
ダニの駆除

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

フロントライン　プラス　キャット メリアル・ジャパン㈱ 100.0mg/1mL

猫：ノミ、マダニ及びハ
ジラミの駆除
ノミ卵の孵化阻害及
びノミ幼虫の変態阻
害によるノミ寄生予防

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

フロントライン　プラス　ドッグ メリアル・ジャパン㈱ 100.0mg/1mL

犬：ノミ、マダニ、シラミ
及びハジラミの駆除
ノミ卵の孵化阻害及
びノミ幼虫の変態阻
害によるノミ寄生予防

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

フロントライン・スプレー メリアル・ジャパン㈱ 0.25g
犬、猫：ノミ、マダニの
駆除。

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

マイフリーガード　犬用 フジタ製薬㈱ 100.0mg/１mL
犬に寄生するノミ、マ
ダニの駆除

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

マイフリーガード　猫用 フジタ製薬㈱ 100.0mg/１mL
猫に寄生するノミ、マ
ダニの駆除

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

マイフリーガードα犬用 フジタ製薬㈱ 100.0mg/１mL

犬：ノミ、マダニ、シラミ
及びハジラミの駆除
　　ノミ卵の孵化阻害
及びノミ幼虫の変態
阻害によるノミ寄生予

フィプロニル
液剤（乳剤・油剤・チンキ
剤を含む）

マイフリーガードα猫用 フジタ製薬㈱ 100.0mg/１mL

猫：ノミ、マダニ及びハ
ジラミの駆除
　　ノミ卵の孵化阻害
及びノミ幼虫の変態
阻害によるノミ寄生予
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（（（（4444）家庭用・業務用殺虫剤に使用されるネオニコチノイド）家庭用・業務用殺虫剤に使用されるネオニコチノイド）家庭用・業務用殺虫剤に使用されるネオニコチノイド）家庭用・業務用殺虫剤に使用されるネオニコチノイド    

家庭用・業務用殺虫剤について、各種業界団体では取り扱い製品のリスト作成や販売数量統計は行っていません。この

リストでは、2013 年 2 月 25 日時点の「日本家庭用殺虫剤工業会」「日本防疫殺虫剤協会」「生活害虫防除剤協議会」の

会員名簿に記載された各社のウェブサイトを参照し、製品の成分にネオニコチノイド 7種とフィプロニルを含有する製品を

リスト化しました。メーカーによってはウェブサイトが存在しない場合もあるので、網羅的な製品リストではありません。 

参照： 

日本家庭用殺虫剤工業会「正会員名簿」 http://sacchuzai.jp/about.html#member 

日本防疫殺虫剤協会「会員名簿」 http://www.hiiaj.org/introduction/member.html 

生活害虫防除剤協議会「会員紹介」 http://seibokyo.com/member/index.html 
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する家庭用・業務用殺虫剤製品リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する家庭用・業務用殺虫剤製品リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する家庭用・業務用殺虫剤製品リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する家庭用・業務用殺虫剤製品リスト

原体名原体名原体名原体名 剤型剤型剤型剤型 製品名製品名製品名製品名 製造者製造者製造者製造者 含有量含有量含有量含有量 効能・効果効能・効果効能・効果効能・効果
イミダクロプリド ベイト剤 マックスフォース クァンタム バイエルクロップサイエンス株式会 0.03g アリの駆除

クロチアニジン
ユスリカ幼
虫対策用水
溶性粒剤

フルスター粒剤Ｓ 住化エンビロサイエンス株式会社

ジノテフラン Wトラップ コンパクトタイプ コバエとり ライオンケミカル株式会社
ジノテフラン アリの巣コロリつぶジェルスプレー アース製薬株式会社
ジノテフラン アリの巣徹底消滅中 アース製薬株式会社
ジノテフラン コバエがホイホイ アース製薬株式会社
ジノテフラン コバエがポットン 大日本除虫菊株式会社
ジノテフラン コバエキャッチャー 植木鉢用 大日本除虫菊株式会社
ジノテフラン スーパーアリの巣コロリ アース製薬株式会社
ジノテフラン ヘキサチン コバエとり 株式会社立石春洋堂

ジノテフラン

害虫駆除専
門業者用ゴ
キブリ用誘
引毒餌剤

ミサイルジェルＤ 住化エンビロサイエンス株式会社 0.5w/w%

ネオニコチノイド
系殺虫剤

アリキックベイト 住化エンビロサイエンス株式会社

ネオニコチノイド
系殺虫剤

虫コロパーM 住化エンビロサイエンス株式会社

ネオニコチノイド
系殺虫剤

虫コロパーベイト 住化エンビロサイエンス株式会社

フィプロニル アリアトールハウス 住化園芸株式会社
フィプロニル アリカダン ウルトラ巣のアリ退治 フマキラー株式会社
フィプロニル アリ用コンバットα 大日本除虫菊株式会社
フィプロニル アルゼンチンアリ ウルトラ巣ごと退治 フマキラー株式会社
フィプロニル アルゼンチンアリ 巣ごと退治液剤 フマキラー株式会社
フィプロニル ウルトラ巣のアリフマキラー フマキラー株式会社
フィプロニル カダンアリ全滅 シャワー液 フマキラー株式会社
フィプロニル ベイト剤 グリアートフォルテ バイエルクロップサイエンス株式会 0.05% 不快害虫の駆除
フィプロニル ゴキファイター フマキラー株式会社
フィプロニル ゴキブリベイト剤 株式会社キンエイクリエイト
フィプロニル コンバット お外用 大日本除虫菊株式会社
フィプロニル コンバット スリム 大日本除虫菊株式会社
フィプロニル コンバット ハンター 大日本除虫菊株式会社
フィプロニル コンバット ミックス 大日本除虫菊株式会社
フィプロニル バルサン ゴキZero ライオン株式会社
フィプロニル ブラックキャップ アース製薬株式会社 0.05%
フィプロニル ブラックキャップ マルチスリム アース製薬株式会社 0.05%
フィプロニル ブラックキャップ ワン アース製薬株式会社 0.05%
フィプロニル ワイパアワン 株式会社白元 0.05%
フィプロニル ワイパアワンＧ コーナー用 株式会社白元 0.05%
フィプロニル 巣のアリ退治　液剤 フマキラー株式会社

(リストアップ方法:「日本家庭用殺虫剤工業会」「日本防疫殺虫剤協会」「生活害虫防除剤協議会」の
会員名簿に記載された各社のウェブサイトを参照し、製品の成分にネオニコチノイド7種とフィプロニルを
含有する製品をリスト化 ※2013年2月25日時点）
日本家庭用殺虫剤工業会「正会員名簿」　http://sacchuzai.jp/about.html#member
日本防疫殺虫剤協会「会員名簿」　http://www.hiiaj.org/introduction/member.html
生活害虫防除剤協議会「会員紹介」　http://seibokyo.com/member/index.html
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（（（（5555））））建材建材建材建材に使用されるネオニコチノイドに使用されるネオニコチノイドに使用されるネオニコチノイドに使用されるネオニコチノイド    

建材の虫害を防ぐ加工薬剤にも、ネオニコチノイド系化学物質は含まれています。業界団体が自主的に制定する 2013

年 2 月 25 日時点の認定薬剤リストから、ネオニコチノイド 7 種とフィプロニルを含有する薬剤をリスト化しました。 

 

販売数量に関して、「日本木材保存協会」「日本しろあり対策協会」「日本木材防腐工業組合」では統計を作成していませ

ん。 

 

出典： 

日本しろあり対策協会「認定薬剤等リスト」 http://www.hakutaikyo.or.jp/nintei/ 

日本木材保存協会「認定薬剤一覧」 http://www.mokuzaihozon.org/info/yakuzai/ 
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ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する建材加工剤リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する建材加工剤リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する建材加工剤リストネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する建材加工剤リスト

木材保存木材保存木材保存木材保存

土壌処理剤土壌処理剤土壌処理剤土壌処理剤 予防駆除剤予防駆除剤予防駆除剤予防駆除剤 乾材乾材乾材乾材

アセタミプリド ＳＤＳＳＤＢ－１３７７剤 株式会社ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽﾊﾞｲｵﾃｯｸ ●

アセタミプリド クロスガードＳＣ 日本農薬㈱ ● ●

アセタミプリド ケミホルツプライＳＤＢ－１３７７剤 オーシカケミテック株式会社 ●

アセタミプリド テクノガード（保存剤処理材料） 日本農薬株式会社 ●

アセタミプリド べスタックＭ液剤 日本曹達株式会社 ●

イミダクロプリド ＪＣハチクサンＳＬ 日本カーリット㈱ ● ●

イミダクロプリド ＴＭカウンター 日本化薬㈱ ● ●

イミダクロプリド サンエイムハチクサンFL 株式会社サンエイム ●

イミダクロプリド ハチクサン２０ＷＥ／ＡＣ バイエルクロップサイエンス株式会社 ● ●

イミダクロプリド ハチクサン２０ＷＥ／ＴＣ ケミプロ化成㈱ ● ●

イミダクロプリド ハチクサンFL バイエルクロップサイエンス株式会社 ●

イミダクロプリド ハチクサンＭＣ バイエルクロップサイエンス株式会社 ● ●

イミダクロプリド ハチクサンＭＥ バイエルクロップサイエンス株式会社 ● ●

イミダクロプリド ハチクサンＭＥ/ｃｐ ケミプロ化成㈱ ● ●

イミダクロプリド ハチクサン水和顆粒 バイエルクロップサイエンス株式会社 ● ●

イミダクロプリド ペンタキュアーＯＰ 株式会社ザイエンス ●

イミダプロクリド アリダンＡ剤ホワイトⅡW（保存剤処理材料）フクビ化学工業株式会社 ●

イミダプロクリド アリダンＦシート（保存剤処理材料） フクビ化学工業株式会社 ●

イミダプロクリド アリダンＶシートⅡＷ（保存剤処理材料） フクビ化学工業株式会社 ●

イミダプロクリド アリダンペーストⅡW（保存剤処理材料） フクビ化学工業株式会社 ●

イミダプロクリド ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽﾊﾞｲｵﾃｯｸプライＬＩＫ 株式会社ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽﾊﾞｲｵﾃｯｸ ●

しろあり対策しろあり対策しろあり対策しろあり対策

出典：
日本しろあり対策協会「認定薬剤等リスト」http://www.hakutaikyo.or.jp/nintei/
日本木材保存協会「認定薬剤一覧」http://www.mokuzaihozon.org/info/yakuzai/
※2013年2月25日時点

原体名原体名原体名原体名 商品名商品名商品名商品名 製造者製造者製造者製造者

イミダプロクリド ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽﾊﾞｲｵﾃｯｸプライＬＩＫ 株式会社ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽﾊﾞｲｵﾃｯｸ ●

イミダプロクリド ケミホルツプライＣＴＦ オーシカケミテック株式会社 ●

イミダプロクリド ケミホルツプライＬＩＫ オーシカケミテック株式会社 ●

イミダプロクリド コシエースＰＢ 越井木材工業株式会社 ●

イミダプロクリド スタイロフォームＡＴ（保存剤処理材料） ダウ化工株式会社 ●

イミダプロクリド ターマイトガードフォーム（保存剤処理材料）株式会社石山 ●

イミダプロクリド ニッサンクリーンＣＩ 兼松日産農林株式会社 ●

イミダプロクリド ハチクサンＳＬ バイエルクロップサイエンス株式会社 ● ●

イミダプロクリド べスタックＭ液剤 バイエルクロップサイエンス株式会社 ●

イミダプロクリド ペンタキュアECO３０ バイエルクロップサイエンス株式会社 ●

イミダプロクリド ミラクルＴＣボード（保存剤処理材料） 株式会社片山化学工業研究所 ●

イミダプロクリド レザックＩＭＤ 株式会社コシイプレザービング ●

クロチアニジン ＣＴバリヤー（保存剤処理材料） 株式会社竹屋化学研究所 ●

クロチアニジン キシラモンＭＣ 日本エンバイロケミカルズ㈱ ● ●

クロチアニジン キシラモントラッド 日本エンバイロケミカルズ㈱ ● ● ●

クロチアニジン 構造用スターウッドＤⅡ（保存剤処理材料） ホクシン株式会社 ●

クロチアニジン 水性キシラモン３Ｗ 日本エンバイロケミカルズ株式会社 ● ●

クロチアニジン タケロック８Ｗ乳剤 日本エンバイロケミカルズ㈱ ● ●

クロチアニジン タケロックＭＣ５０スーパー 日本エンバイロケミカルズ㈱ ● ● ●

クロチアニジン タケロックＭＣブロック 日本エンバイロケミカルズ㈱ ● ●

クロチアニジン タケロックＳＰ２０Ｗ 日本エンバイロケミカルズ㈱ ● ● ●

クロチアニジン 水性キシラモン３Ｗ 日本エンバイロケミカルズ㈱ ●

ジノテフラン ＡＧＭミケブロック乳剤(木部処理用) アリスタライフサイエンスアグリマート
㈱

●

ジノテフラン ECOSE350 環境機器㈱ ● ●

ジノテフラン アリコンシート（保存剤処理材料） オーシカケミテック株式会社 ●

ジノテフラン アリコンシートＳＣ（保存剤処理材料） 住友化学株式会社 ●

ジノテフラン アリダン乳剤Ｎeo フクビ化学工業株式会社 ●
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ジノテフラン ケミホルツプライＤＦ オーシカケミテック株式会社 ●

ジノテフラン 白アリミケブロック ㈱吉田製油所 ●

ジノテフラン ニッサンラロール乳剤 兼松日産農林株式会社 ●

ジノテフラン ミケブロック 三井化学アグロ㈱ ● ● ●

ジノテフラン ミケブロック７０ＷＰ 三井化学アグロ株式会社 ●

ジノテフラン ミケブロック乳剤（木部処理用）「ＡＣ」 三井化学アグロ株式会社 ● ●

ジノテフラン ミケブロック粒剤 三井化学アグロ株式会社 ●

ジノテフラン ミケブロック乳剤（木部処理用） 三井化学アグロ㈱ ● ● ●

ジノテフラン ラロール乳剤「ＥＳ」 住化エンビロサイエンス㈱ ● ●

ジノテフラン リクタスーＤＦ 三井化学アグロ株式会社 ●

ジノテフラン 白アリミケブロック(木部処理用) ㈱吉田製油所 ● ●

チアメトキサム アクアアリゾールＴＣ 大日本木材防腐㈱ ● ●

チアメトキサム オプティガード２０ＥＣ シンジェンタジャパン㈱ ● ●

チアメトキサム オプティガードＬＴ シンジェンタジャパン㈱ ● ●

チアメトキサム オプティガードＬＴ「ＥＳ」 住化エンビロサイエンス㈱ ● ●

チアメトキサム オプティガードＳＳ シンジェンタジャパン㈱ ● ●

チアメトキサム オプティガードＺＴ シンジェンタジャパン㈱ ● ● ●

チアメトキサム オプティガードＺＴ「ＥＳ」 住化エンビロサイエンス㈱ ● ●

チアメトキサム オプティガード粒剤 シンジェンタジャパン㈱ ● ●

チアメトキサム ケミプロオプテイガード２０ＥＣ ケミプロ化成㈱ ● ●

チアメトキサム ケミプロオプティガードＬＴ ケミプロ化成㈱ ● ●

チアメトキサム ケミプロオプティガードＺＴ ケミプロ化成㈱ ● ●

チアメトキサム ケミプロオプティガード粒剤 ケミプロ化成㈱ ● ●

チアメトキサム ケミプロザモックス２０ＷＥ ケミプロ化成㈱ ● ●

チアメトキサム ケミホルツオプティガードＬＴ オーシカケミテック㈱ ● ●

チアメトキサム ケミホルツオプティガードＺＴ オーシカケミテック㈱ ● ●

チアメトキサム ケミホルツオプティガード粒剤 オーシカケミテック㈱ ●

チアメトキサム ザモックス ケミプロ化成㈱ ● ●

チアメトキサム ザモックス２０ＷＥ シンジェンタジャパン㈱ ● ●チアメトキサム ザモックス２０ＷＥ シンジェンタジャパン㈱ ● ●

チアメトキサム サンヨーオプティガード20EC ㈱ザイエンス ●

チアメトキサム サンヨーオプティガードLT ㈱ザイエンス ●

チアメトキサム 水性白アリスーパーＥｘ ㈱吉田製油所 ● ●

チアメトキサム ターメフォーム（保存剤処理材料） 株式会社ザイエンス ●

チアメトキサム モクボーオプティガードLT 大日本木材防腐㈱ ●

チアメトキサム モクボーオプティガードＺＴ 大日本木材防腐㈱ ● ●

チアメトキサム 防蟻床パネルＭ－２（保存剤処理材料） ミサワホーム株式会社 ●

チアメトキサム 防腐防蟻構造用ハイベストウッド/防腐防蟻ハイベストウッド（保存剤処理材料）株式会社ノダ ●

フィプロニル アジェンダＭＣ バイエルクロップサイエンス株式会社 ● ●

フィプロニル アジェンダＭＣ－Ｓ 住友化学株式会社 ● ●

フィプロニル アジェンダＳＣ バイエルクロップサイエンス株式会社 ● ●

フィプロニル グレネードＭＣ「ＥＳ」 住化エンビロサイエンス㈱ ●

フィプロニル ケミホルツグレネードＭＣ オーシカケミテック㈱ ●

フィプロニル コシイグレネードＭＣ ㈱コシイプレザービング ● ●

フィプロニル コダマグレネードＭＣ 児玉化学工業㈱ ● ●

フィプロニル サンソイルＡＭ 株式会社ザイエンス ●

フィプロニル ニチノーグレネードＭＣ 日本農薬㈱ ●

フィプロニル フマキラーグレネードＭＣ ﾌﾏｷﾗｰ･ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑ㈱ ● ●

フィプロニル 住友グレネードＭＣ 住友化学㈱ ● ●
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登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）

（北海道～新潟）（北海道～新潟）（北海道～新潟）（北海道～新潟）

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉
東京

都

神奈

川
新潟

アセタミプリド 2006 2.34 3.88 0.79 0.39 0.25 1.35 1.16 1.73 1.07 1.09 1.05 1.55 2.47 0.51 0.21
アセタミプリド 2007 2.52 4.42 0.86 0.57 0.40 1.14 0.97 1.86 1.24 0.90 1.12 1.14 12.44 0.45 0.26
アセタミプリド 2008 3.00 4.16 0.89 0.67 0.39 1.59 1.57 1.70 0.86 0.81 0.90 0.87 22.60 0.35 0.35
アセタミプリド 2009 3.32 4.36 1.05 0.68 0.43 1.51 1.21 1.56 0.76 0.84 0.89 0.93 2.32 0.34 0.37
アセタミプリド 2010 2.77 4.58 1.10 0.88 0.35 1.32 0.94 1.29 0.77 0.83 0.80 0.91 1.81 0.40 0.30
イミダクロプリド 2006 10.74 1.17 0.78 1.28 0.77 1.56 2.04 2.70 1.36 2.50 1.75 2.30 0.15 0.64 1.93
イミダクロプリド 2007 10.32 1.12 1.20 0.83 0.72 1.82 1.58 3.39 1.41 2.14 1.85 2.23 0.24 0.65 1.59
イミダクロプリド 2008 10.70 0.90 1.13 0.69 0.55 1.42 1.41 2.59 1.26 2.40 1.90 2.25 0.22 0.64 1.33
イミダクロプリド 2009 10.82 0.99 1.10 0.60 0.51 1.51 1.40 3.11 1.23 2.52 1.29 2.13 0.07 0.55 1.45
イミダクロプリド 2010 10.28 1.05 0.87 0.55 0.42 2.93 1.54 2.81 0.86 2.24 1.36 2.00 0.09 0.54 1.42
クロチアニジン 2006 5.80 1.57 2.87 1.45 1.53 2.79 0.76 1.96 0.58 0.45 0.37 0.71 7.06 0.04 1.23
クロチアニジン 2007 6.39 2.86 2.19 1.28 1.81 2.93 0.43 2.49 0.76 0.63 0.41 1.04 8.21 0.19 1.63
クロチアニジン 2008 6.17 2.79 1.14 2.75 2.17 2.37 1.96 2.27 0.84 0.70 0.53 1.12 0.08 0.27 1.66
クロチアニジン 2009 5.80 2.52 1.21 3.21 1.37 2.99 2.05 3.13 1.43 1.61 0.96 1.92 0.35 0.46 2.10
クロチアニジン 2010 7.25 2.47 1.26 2.96 1.25 2.15 1.16 2.94 1.46 1.13 0.82 1.81 0.39 0.63 1.56
チアクロプリド 2006 0.04 3.57 0.43 0.08 0.21 0.19 1.14 0.79 0.32 0.16 0.18 0.92 0.02 0.17 0.54
チアクロプリド 2007 0.10 4.12 0.16 1.06 0.56 0.23 0.55 0.61 0.29 0.15 0.23 0.92 0.02 0.14 0.51
チアクロプリド 2008 0.07 3.68 0.27 0.90 0.51 0.52 0.36 0.64 0.23 0.22 0.16 0.94 0.02 0.27 0.41
チアクロプリド 2009 0.04 3.87 0.21 0.88 0.53 0.57 0.41 0.62 0.20 0.10 0.18 0.96 0.05 0.11 0.39
チアクロプリド 2010 0.04 3.63 0.15 0.33 0.54 0.51 0.45 0.54 0.20 0.20 0.21 0.87 0.01 0.14 0.37
チアメトキサム 2006 5.48 0.80 0.14 2.52 0.63 0.82 2.90 0.60 0.58 0.34 0.41 0.63 0.02 0.28 0.15
チアメトキサム 2007 6.41 0.80 0.16 2.62 0.75 0.81 3.20 0.70 0.68 0.42 0.40 0.54 0.03 0.28 0.20
チアメトキサム 2008 5.48 0.51 0.19 2.40 1.09 0.91 4.22 0.73 0.63 0.33 0.34 0.51 0.04 0.36 0.28
チアメトキサム 2009 6.75 0.71 0.21 2.36 1.08 0.64 4.40 0.78 0.31 0.38 0.36 0.46 0.04 0.33 0.33
チアメトキサム 2010 6.71 0.50 0.19 2.16 1.15 0.63 4.52 1.29 0.32 0.53 0.35 0.47 0.02 0.35 0.42

（出典：国立環境研究所環境リスク研究センター「化学物質データベースWebKis-Plus（農薬データベース）」
http://db-out.nies.go.jp/kis-plus/index_3.html　）

2.都道府県別に見るネオニコチノイド系農薬

（1）都道府県別・原体別出荷量

チアメトキサム 2010 6.71 0.50 0.19 2.16 1.15 0.63 4.52 1.29 0.32 0.53 0.35 0.47 0.02 0.35 0.42
ジノテフラン 2006 6.28 3.65 7.73 8.60 9.93 5.78 2.42 2.87 0.66 0.86 0.68 3.04 0.01 0.17 15.90
ジノテフラン 2007 6.52 3.57 11.58 6.54 10.24 5.64 2.54 3.41 0.85 1.50 0.80 3.39 0.03 0.25 16.08
ジノテフラン 2008 7.09 3.79 11.61 9.21 9.31 6.68 2.03 3.37 1.95 1.14 1.46 3.69 0.17 0.23 15.83
ジノテフラン 2009 7.07 3.90 13.11 9.11 11.23 5.62 2.70 3.66 2.04 1.10 1.33 3.75 0.24 0.29 15.16
ジノテフラン 2010 7.01 4.18 11.17 9.42 11.12 6.77 2.13 3.18 2.09 1.05 1.64 3.78 0.15 0.23 14.24
ニテンピラム 2006 0.08 0.08 0.03 0.11 0.06 0.22 0.13 0.72 0.23 0.33 0.48 0.76 0.00 0.10 0.43
ニテンピラム 2007 0.10 0.11 0.06 0.12 0.07 0.25 0.11 0.86 0.27 0.44 0.62 0.88 0.03 0.13 0.29
ニテンピラム 2008 0.11 0.11 0.06 0.14 0.07 0.20 0.14 0.70 0.25 0.44 0.49 0.86 0.04 0.13 0.33
ニテンピラム 2009 0.11 0.09 0.04 0.11 0.09 0.23 0.12 0.82 0.23 0.42 0.56 0.75 0.06 0.09 0.28
ニテンピラム 2010 0.06 0.08 0.04 0.09 0.05 0.16 0.11 0.79 0.20 0.44 0.35 0.75 0.02 0.07 0.31
フィプロニル 2006 0.63 1.05 0.47 0.91 1.60 2.13 1.57 0.51 1.50 1.32 1.49 0.76 0.00 0.06 1.89
フィプロニル 2007 0.65 0.82 0.28 1.59 1.53 2.07 1.44 0.58 1.92 1.51 1.35 0.78 0.00 0.09 2.90
フィプロニル 2008 0.85 0.74 0.32 1.56 1.29 1.93 1.29 0.45 2.09 1.52 1.19 0.77 0.12 0.09 2.86
フィプロニル 2009 1.04 0.49 0.45 1.74 1.30 1.49 0.98 0.43 2.12 1.53 1.36 0.80 0.16 0.06 3.21
フィプロニル 2010 1.50 0.47 0.14 1.97 1.22 1.26 0.94 0.39 2.02 1.34 1.29 0.81 0.13 0.06 4.98
総出荷量 168.44 84.14 77.63 85.33 79.07 75.64 60.96 65.57 38.11 38.54 33.96 55.75 59.92 11.14 115.65
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登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）

（富山～鳥取）（富山～鳥取）（富山～鳥取）（富山～鳥取）

富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀
京都

府

大阪

府
兵庫 奈良

和歌

山
鳥取

アセタミプリド 2006 0.05 0.06 0.08 3.21 2.82 0.37 3.48 1.79 1.04 0.04 0.08 0.13 0.34 0.45 4.56 0.87
アセタミプリド 2007 0.07 0.06 0.04 2.82 3.29 0.43 3.33 2.27 1.01 0.08 0.13 0.30 0.18 0.36 2.88 0.95
アセタミプリド 2008 0.09 0.07 0.02 2.94 3.46 0.34 0.82 1.99 0.58 0.14 0.11 0.30 0.24 0.31 5.02 1.13
アセタミプリド 2009 0.13 0.07 0.02 3.40 3.14 0.28 0.95 1.98 0.58 0.12 0.13 0.31 0.19 0.27 4.92 1.18
アセタミプリド 2010 0.15 0.05 0.02 2.39 3.95 0.35 1.39 2.05 0.44 0.12 0.17 0.30 0.24 0.31 4.63 0.84
イミダクロプリド 2006 0.11 0.44 0.19 1.86 2.70 0.51 4.57 1.89 0.30 0.22 0.37 0.24 1.01 0.43 1.04 0.61
イミダクロプリド 2007 0.37 0.32 0.35 1.81 4.36 1.17 4.45 1.94 0.75 0.18 0.98 0.42 1.86 0.45 1.22 0.83
イミダクロプリド 2008 0.35 0.29 0.40 1.81 2.91 0.74 3.31 1.75 0.37 0.19 0.86 0.44 1.24 0.35 1.22 0.68
イミダクロプリド 2009 0.62 0.10 0.47 1.60 2.73 0.33 3.74 1.63 0.23 0.14 0.92 0.35 1.17 0.36 1.41 0.61
イミダクロプリド 2010 1.11 0.09 0.51 1.92 2.66 0.51 3.23 1.59 0.32 0.08 0.97 0.29 1.02 0.39 1.52 0.44
クロチアニジン 2006 0.30 0.13 0.01 0.19 1.47 0.14 3.30 1.00 0.63 0.87 0.11 0.04 0.13 0.18 0.71 0.14
クロチアニジン 2007 0.62 0.27 0.29 0.21 1.60 0.05 1.31 1.00 0.35 0.73 0.20 0.11 0.35 0.20 1.15 0.29
クロチアニジン 2008 1.81 0.21 0.64 0.47 2.51 0.42 2.14 1.72 0.49 1.01 0.33 0.19 0.77 0.15 1.54 0.20
クロチアニジン 2009 1.54 0.47 0.80 1.17 3.17 1.07 2.39 2.04 0.74 1.86 0.53 0.37 1.57 0.30 2.40 0.35
クロチアニジン 2010 1.10 0.62 0.84 1.07 3.02 0.54 1.88 2.05 0.68 1.42 0.39 0.27 1.58 0.27 2.62 0.35
チアクロプリド 2006 0.73 0.14 0.03 1.24 3.51 0.09 1.52 0.35 0.58 0.15 0.08 0.00 0.17 0.01 0.12 0.09
チアクロプリド 2007 0.37 0.19 0.03 1.37 2.55 0.14 1.67 0.40 0.55 0.16 0.09 0.03 0.20 0.03 0.33 0.06
チアクロプリド 2008 0.17 0.16 0.28 1.49 2.80 0.09 3.88 0.45 0.44 0.13 0.08 0.07 0.38 0.00 0.42 0.06
チアクロプリド 2009 0.53 0.20 0.29 1.59 2.37 0.10 1.96 0.37 0.41 0.19 0.07 0.02 0.34 0.03 0.12 0.06
チアクロプリド 2010 0.16 0.19 0.19 1.52 3.15 0.10 1.03 0.34 0.30 0.14 0.08 0.08 0.29 0.03 0.06 0.09
チアメトキサム 2006 0.05 0.07 0.00 0.05 0.47 0.58 1.67 0.81 0.46 0.30 0.31 0.18 1.68 0.06 0.86 0.24
チアメトキサム 2007 0.13 0.09 0.03 0.07 0.57 0.45 1.34 0.86 0.36 0.47 0.22 0.25 1.73 0.05 0.76 0.12
チアメトキサム 2008 0.42 0.14 0.10 0.08 0.64 0.36 1.19 1.04 0.42 0.61 0.25 0.22 1.40 0.05 0.57 0.15
チアメトキサム 2009 0.33 0.20 0.12 0.04 0.79 0.39 0.90 1.02 0.43 0.40 0.18 0.15 1.27 0.11 0.54 0.17
チアメトキサム 2010 0.54 0.16 0.18 0.06 1.31 0.44 1.03 1.50 0.41 0.33 0.21 0.16 1.21 0.12 0.39 0.15
ジノテフラン 2006 4.96 2.79 3.16 0.35 4.21 1.86 1.83 1.97 1.28 3.69 0.94 0.34 1.57 0.62 2.46 1.25
ジノテフラン 2007 5.11 3.55 3.74 1.21 4.92 1.94 1.98 2.43 1.56 3.80 1.36 0.54 1.76 0.76 3.00 1.16
ジノテフラン 2008 4.16 3.34 3.07 1.40 5.19 2.05 2.52 2.92 1.95 3.27 1.59 0.75 1.69 1.00 3.56 1.21
ジノテフラン 2009 3.58 3.34 0.78 0.96 5.42 2.39 3.62 3.62 1.80 3.23 1.51 0.83 2.00 0.98 3.37 1.16
ジノテフラン 2010 3.85 3.65 1.61 0.45 3.73 3.14 3.95 4.32 2.29 3.25 1.51 0.93 2.07 1.00 3.36 1.14
ニテンピラム 2006 0.04 0.03 0.04 0.04 0.22 0.04 0.15 0.45 0.18 0.04 0.05 0.02 0.05 0.03 0.06 0.00
ニテンピラム 2007 0.01 0.02 0.04 0.04 0.17 0.07 0.15 0.51 0.12 0.04 0.03 0.02 0.06 0.02 0.07 0.01

（出典：国立環境研究所環境リスク研究センター「化学物質データベースWebKis-Plus（農薬データベース）」
http://db-out.nies.go.jp/kis-plus/index_3.html　）

ニテンピラム 2007 0.01 0.02 0.04 0.04 0.17 0.07 0.15 0.51 0.12 0.04 0.03 0.02 0.06 0.02 0.07 0.01
ニテンピラム 2008 -0.02 0.03 0.00 0.05 0.14 0.06 0.13 0.38 0.07 0.03 0.03 0.03 0.08 0.02 0.11 0.01
ニテンピラム 2009 0.01 0.03 0.01 0.05 0.14 0.04 0.12 0.57 0.05 0.03 0.03 0.02 0.08 0.02 0.07 0.03
ニテンピラム 2010 0.01 0.02 0.01 0.04 0.14 0.04 0.15 0.45 0.07 0.03 0.03 0.03 0.09 0.02 0.11 0.03
フィプロニル 2006 0.91 0.95 0.49 0.09 0.53 1.31 0.80 1.49 0.29 0.13 0.43 0.30 1.25 0.20 0.63 0.92
フィプロニル 2007 0.54 0.67 0.42 0.07 0.55 1.11 0.74 1.51 0.35 0.00 0.25 0.31 1.17 0.19 0.46 0.87
フィプロニル 2008 0.37 0.68 0.37 0.08 0.52 1.16 0.72 1.50 0.45 0.04 0.19 0.29 1.21 0.21 0.44 1.03
フィプロニル 2009 0.38 0.53 0.36 0.07 0.53 1.06 0.67 1.52 0.42 0.04 0.18 0.27 1.30 0.21 0.41 0.96
フィプロニル 2010 0.32 0.48 0.36 0.07 0.47 1.21 0.68 1.42 0.44 0.04 0.22 0.29 1.19 0.22 0.39 0.86
総出荷量 36.08 24.87 20.41 39.33 88.81 27.47 74.68 58.86 24.18 27.70 16.20 10.21 36.16 10.77 59.53 21.33
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登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）登録農薬のネオニコチノイド7種のフィプロニル都道府別出荷量（2006～2010年）（単位：tまたはkL）

（島根～沖縄）（島根～沖縄）（島根～沖縄）（島根～沖縄）

島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎
鹿児

島
沖縄

アセタミプリド 2006 0.08 0.29 0.68 0.13 0.34 0.49 2.72 1.38 2.41 0.87 1.05 2.50 0.42 1.24 1.04 0.54
アセタミプリド 2007 0.10 0.31 0.62 0.20 0.50 0.55 1.71 1.71 2.49 0.93 1.30 2.58 0.35 1.59 1.74 0.90
アセタミプリド 2008 0.11 0.34 0.55 0.20 0.41 0.49 2.65 1.21 2.65 1.06 1.26 2.56 0.36 1.19 1.31 0.63
アセタミプリド 2009 0.07 0.42 0.53 0.20 0.31 0.52 2.76 0.95 2.51 1.01 1.09 2.57 0.23 1.13 0.71 0.58
アセタミプリド 2010 0.09 0.41 0.62 0.18 0.33 0.49 2.62 0.85 2.49 0.79 1.18 2.44 0.25 1.11 0.39 0.62
イミダクロプリド 2006 0.81 1.39 1.10 2.43 0.73 1.43 3.25 0.96 3.00 2.55 1.93 4.01 0.97 1.84 2.32 0.62
イミダクロプリド 2007 0.21 1.61 1.66 2.21 0.54 1.20 3.41 0.95 3.09 2.56 2.29 4.37 1.11 2.10 2.62 0.67
イミダクロプリド 2008 0.12 1.85 1.37 2.22 0.74 1.07 2.37 0.90 2.50 2.54 2.18 4.30 0.80 1.45 2.98 0.55
イミダクロプリド 2009 0.20 1.48 1.42 1.63 0.65 0.98 2.80 0.96 1.88 2.13 2.07 3.66 0.45 0.96 2.23 0.63
イミダクロプリド 2010 0.16 1.41 0.82 1.48 0.64 0.81 3.99 0.63 1.52 1.76 1.98 4.03 0.28 0.97 2.05 0.65
クロチアニジン 2006 0.19 0.32 0.52 0.60 0.04 0.05 0.44 0.30 0.60 0.09 0.60 1.45 0.12 0.37 0.74 0.29
クロチアニジン 2007 0.31 0.51 0.66 0.12 0.25 0.11 0.92 0.60 0.71 0.15 0.60 1.86 0.20 0.23 0.82 0.36
クロチアニジン 2008 0.25 0.88 0.66 0.58 0.25 0.21 0.94 0.59 0.64 0.28 0.77 1.25 0.23 0.43 1.05 0.37
クロチアニジン 2009 0.38 0.85 0.97 1.13 0.34 0.23 0.63 0.68 0.83 0.29 0.90 1.57 0.52 0.72 1.60 0.45
クロチアニジン 2010 0.32 0.95 0.81 1.27 0.31 0.18 1.22 0.45 0.85 0.35 0.41 1.37 0.53 0.67 1.98 0.39
チアクロプリド 2006 0.01 0.01 0.10 0.03 0.06 0.03 0.03 0.18 0.28 0.21 0.18 0.49 0.03 0.19 1.17 0.00
チアクロプリド 2007 0.01 0.04 0.04 0.06 0.03 0.08 0.03 0.15 0.36 0.22 0.16 0.63 0.03 0.20 0.92 0.00
チアクロプリド 2008 0.01 0.11 0.07 0.06 0.06 0.14 0.00 0.18 0.33 0.28 0.15 0.53 0.03 0.22 1.36 0.00
チアクロプリド 2009 0.00 0.08 0.04 0.02 0.06 0.15 0.03 0.16 0.48 0.15 0.12 0.50 0.01 0.58 1.07 0.00
チアクロプリド 2010 0.00 0.07 0.05 0.01 0.03 0.12 0.00 0.14 0.42 0.11 0.08 0.52 0.02 0.61 0.89 0.00
チアメトキサム 2006 0.32 0.19 1.52 0.06 0.49 0.15 1.36 0.48 0.84 0.27 0.20 1.31 0.35 0.67 0.80 0.18
チアメトキサム 2007 0.33 0.30 1.01 0.10 0.43 0.12 1.19 0.49 0.92 0.29 0.15 1.06 0.42 0.74 0.75 0.13
チアメトキサム 2008 0.35 0.42 1.30 0.15 0.31 0.07 1.01 0.51 0.74 0.31 0.13 1.14 0.45 0.81 0.70 0.14
チアメトキサム 2009 0.39 0.48 1.39 0.09 0.35 0.10 0.94 0.49 0.63 0.25 0.12 1.21 0.45 0.53 0.67 0.19
チアメトキサム 2010 1.56 0.46 0.12 0.06 0.38 0.13 1.14 0.48 0.68 0.30 0.24 1.22 0.33 0.60 0.66 0.14
ジノテフラン 2006 0.38 1.40 1.49 1.13 0.50 0.55 4.54 1.46 2.34 1.30 0.83 3.32 0.41 2.07 0.27 0.22
ジノテフラン 2007 1.04 2.26 2.21 1.48 0.69 0.59 4.67 1.63 3.33 1.28 0.91 3.13 0.70 2.23 0.70 0.38
ジノテフラン 2008 1.08 3.02 1.66 1.31 1.00 0.68 6.37 1.57 7.35 2.06 0.94 4.29 1.33 2.38 0.79 0.36
ジノテフラン 2009 1.36 2.60 1.86 1.83 1.05 1.54 5.38 1.45 6.21 2.37 1.07 4.54 1.28 2.93 1.91 0.56
ジノテフラン 2010 1.33 2.77 2.43 2.08 1.35 3.53 5.60 1.77 7.14 2.38 1.53 4.53 1.43 2.74 2.36 0.64
ニテンピラム 2006 0.04 0.08 0.06 0.01 0.03 0.10 0.08 0.18 0.23 0.06 0.23 1.03 0.03 0.63 0.15 0.04
ニテンピラム 2007 0.06 0.10 0.10 0.01 0.05 0.12 0.01 0.18 0.26 0.03 0.17 1.33 0.04 0.70 0.15 0.02

（出典：国立環境研究所環境リスク研究センター「化学物質データベースWebKis-Plus（農薬データベース）」
http://db-out.nies.go.jp/kis-plus/index_3.html　）

ニテンピラム 2007 0.06 0.10 0.10 0.01 0.05 0.12 0.01 0.18 0.26 0.03 0.17 1.33 0.04 0.70 0.15 0.02
ニテンピラム 2008 0.05 0.11 0.09 0.01 0.07 0.10 0.04 0.21 0.24 0.06 0.19 0.94 0.04 0.68 0.13 0.02
ニテンピラム 2009 0.02 0.09 0.10 0.01 0.09 0.09 0.05 0.21 0.24 0.03 0.15 0.85 0.06 0.58 0.14 0.01
ニテンピラム 2010 0.01 0.07 0.10 0.00 0.06 0.10 0.04 0.03 0.25 0.05 0.16 1.07 0.06 0.02 0.15 0.00
フィプロニル 2006 0.47 1.65 0.84 0.56 0.38 0.34 0.19 0.41 2.09 1.44 0.54 2.34 0.93 0.47 1.13 0.01
フィプロニル 2007 0.71 1.28 0.90 0.43 0.47 0.47 0.18 0.40 1.96 1.36 0.46 1.99 0.86 0.43 1.13 0.07
フィプロニル 2008 0.69 1.45 0.96 0.45 0.44 0.50 0.44 0.30 2.33 1.54 0.57 2.15 1.02 0.39 1.31 0.25
フィプロニル 2009 0.52 1.43 0.80 0.41 0.42 0.52 0.38 0.28 2.52 1.26 0.55 1.98 1.21 0.66 1.58 0.99
フィプロニル 2010 0.70 1.23 0.83 0.52 0.45 0.51 0.28 0.34 2.50 1.27 0.44 2.18 1.20 0.75 2.01 2.04
総出荷量 14.84 34.69 33.03 25.44 15.63 19.63 66.41 26.79 72.81 36.23 29.87 84.80 19.54 38.82 46.49 14.66
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北海道北海道北海道北海道

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 2.3 10.7 5.8 0.0 5.5 6.3 0.1 0.6
2007 2.5 10.3 6.4 0.1 6.4 6.5 0.1 0.6
2008 3.0 10.7 6.2 0.1 5.5 7.1 0.1 0.9
2009 3.3 10.8 5.8 0.0 6.8 7.1 0.1 1.0
2010 2.8 10.3 7.3 0.0 6.7 7.0 0.1 1.5

（単位：tまたはkL）

各都道府県の出荷量推移（2006～2010年）各都道府県の出荷量推移（2006～2010年）各都道府県の出荷量推移（2006～2010年）各都道府県の出荷量推移（2006～2010年）

出典：国立環境研究所環境リスク研究センター「化学物質データベースWebKis-Plus（農薬データベース）」　http://db-out.nies.go.jp/kis-plus/index_3.html
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青森青森青森青森

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 3.9 1.2 1.6 3.6 0.8 3.7 0.1 1.1
2007 4.4 1.1 2.9 4.1 0.8 3.6 0.1 0.8
2008 4.2 0.9 2.8 3.7 0.5 3.8 0.1 0.7
2009 4.4 1.0 2.5 3.9 0.7 3.9 0.1 0.5
2010 4.6 1.0 2.5 3.6 0.5 4.2 0.1 0.5

（単位：tまたはkL）
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岩手岩手岩手岩手

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.8 0.8 2.9 0.4 0.1 7.7 0.0 0.5
2007 0.9 1.2 2.2 0.2 0.2 11.6 0.1 0.3
2008 0.9 1.1 1.1 0.3 0.2 11.6 0.1 0.3
2009 1.1 1.1 1.2 0.2 0.2 13.1 0.0 0.5
2010 1.1 0.9 1.3 0.1 0.2 11.2 0.0 0.1

（単位：tまたはkL）
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宮城宮城宮城宮城

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.4 1.3 1.5 0.1 2.5 8.6 0.1 0.9
2007 0.6 0.8 1.3 1.1 2.6 6.5 0.1 1.6
2008 0.7 0.7 2.8 0.9 2.4 9.2 0.1 1.6
2009 0.7 0.6 3.2 0.9 2.4 9.1 0.1 1.7
2010 0.9 0.6 3.0 0.3 2.2 9.4 0.1 2.0

（単位：tまたはkL）
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秋田秋田秋田秋田

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.3 0.8 1.5 0.2 0.6 9.9 0.1 1.6
2007 0.4 0.7 1.8 0.6 0.7 10.2 0.1 1.5
2008 0.4 0.5 2.2 0.5 1.1 9.3 0.1 1.3
2009 0.4 0.5 1.4 0.5 1.1 11.2 0.1 1.3
2010 0.4 0.4 1.3 0.5 1.1 11.1 0.0 1.2

（単位：tまたはkL）
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山形山形山形山形

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.3 1.6 2.8 0.2 0.8 5.8 0.2 2.1
2007 1.1 1.8 2.9 0.2 0.8 5.6 0.2 2.1
2008 1.6 1.4 2.4 0.5 0.9 6.7 0.2 1.9
2009 1.5 1.5 3.0 0.6 0.6 5.6 0.2 1.5
2010 1.3 2.9 2.1 0.5 0.6 6.8 0.2 1.3

（単位：tまたはkL）
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福島福島福島福島

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.2 2.0 0.8 1.1 2.9 2.4 0.1 1.6
2007 1.0 1.6 0.4 0.6 3.2 2.5 0.1 1.4
2008 1.6 1.4 2.0 0.4 4.2 2.0 0.1 1.3
2009 1.2 1.4 2.0 0.4 4.4 2.7 0.1 1.0
2010 0.9 1.5 1.2 0.5 4.5 2.1 0.1 0.9

（単位：tまたはkL）
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茨城茨城茨城茨城

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.7 2.7 2.0 0.8 0.6 2.9 0.7 0.5
2007 1.9 3.4 2.5 0.6 0.7 3.4 0.9 0.6
2008 1.7 2.6 2.3 0.6 0.7 3.4 0.7 0.4
2009 1.6 3.1 3.1 0.6 0.8 3.7 0.8 0.4
2010 1.3 2.8 2.9 0.5 1.3 3.2 0.8 0.4

（単位：tまたはkL）
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栃木栃木栃木栃木

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.1 1.4 0.6 0.3 0.6 0.7 0.2 1.5
2007 1.2 1.4 0.8 0.3 0.7 0.9 0.3 1.9
2008 0.9 1.3 0.8 0.2 0.6 2.0 0.3 2.1
2009 0.8 1.2 1.4 0.2 0.3 2.0 0.2 2.1
2010 0.8 0.9 1.5 0.2 0.3 2.1 0.2 2.0

（単位：tまたはkL）
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群馬群馬群馬群馬

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.1 2.5 0.5 0.2 0.3 0.9 0.3 1.3
2007 0.9 2.1 0.6 0.2 0.4 1.5 0.4 1.5
2008 0.8 2.4 0.7 0.2 0.3 1.1 0.4 1.5
2009 0.8 2.5 1.6 0.1 0.4 1.1 0.4 1.5
2010 0.8 2.2 1.1 0.2 0.5 1.0 0.4 1.3

（単位：tまたはkL）
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埼玉埼玉埼玉埼玉

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.1 1.8 0.4 0.2 0.4 0.7 0.5 1.5
2007 1.1 1.8 0.4 0.2 0.4 0.8 0.6 1.4
2008 0.9 1.9 0.5 0.2 0.3 1.5 0.5 1.2
2009 0.9 1.3 1.0 0.2 0.4 1.3 0.6 1.4
2010 0.8 1.4 0.8 0.2 0.3 1.6 0.4 1.3

（単位：tまたはkL）
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千葉千葉千葉千葉

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.6 2.3 0.7 0.9 0.6 3.0 0.8 0.8
2007 1.1 2.2 1.0 0.9 0.5 3.4 0.9 0.8
2008 0.9 2.3 1.1 0.9 0.5 3.7 0.9 0.8
2009 0.9 2.1 1.9 1.0 0.5 3.8 0.7 0.8
2010 0.9 2.0 1.8 0.9 0.5 3.8 0.7 0.8

（単位：tまたはkL）
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神奈川神奈川神奈川神奈川

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.5 0.6 0.0 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1
2007 0.4 0.7 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1
2008 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1
2009 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1
2010 0.4 0.5 0.6 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1

（単位：tまたはkL）
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東京東京東京東京

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 2.5 0.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 12.4 0.2 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 22.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
2009 2.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2
2010 1.8 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

（単位：tまたはkL）
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新潟新潟新潟新潟

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.2 1.9 1.2 0.5 0.1 15.9 0.4 1.9
2007 0.3 1.6 1.6 0.5 0.2 16.1 0.3 2.9
2008 0.3 1.3 1.7 0.4 0.3 15.8 0.3 2.9
2009 0.4 1.5 2.1 0.4 0.3 15.2 0.3 3.2
2010 0.3 1.4 1.6 0.4 0.4 14.2 0.3 5.0

（単位：tまたはkL）
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富山富山富山富山

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.1 0.1 0.3 0.7 0.0 5.0 0.0 0.9
2007 0.1 0.4 0.6 0.4 0.1 5.1 0.0 0.5
2008 0.1 0.3 1.8 0.2 0.4 4.2 0.0 0.4
2009 0.1 0.6 1.5 0.5 0.3 3.6 0.0 0.4
2010 0.2 1.1 1.1 0.2 0.5 3.9 0.0 0.3

（単位：tまたはkL）
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石川石川石川石川

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 2.8 0.0 0.9
2007 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 3.5 0.0 0.7
2008 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 3.3 0.0 0.7
2009 0.1 0.1 0.5 0.2 0.2 3.3 0.0 0.5
2010 0.0 0.1 0.6 0.2 0.2 3.6 0.0 0.5

（単位：tまたはkL）
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福井福井福井福井

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.5
2007 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 3.7 0.0 0.4
2008 0.0 0.4 0.6 0.3 0.1 3.1 0.0 0.4
2009 0.0 0.5 0.8 0.3 0.1 0.8 0.0 0.4
2010 0.0 0.5 0.8 0.2 0.2 1.6 0.0 0.4

（単位：tまたはkL）
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山梨山梨山梨山梨

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 3.2 1.9 0.2 1.2 0.1 0.3 0.0 0.1
2007 2.8 1.8 0.2 1.4 0.1 1.2 0.0 0.1
2008 2.9 1.8 0.5 1.5 0.1 1.4 0.1 0.1
2009 3.4 1.6 1.2 1.6 0.0 1.0 0.0 0.1
2010 2.4 1.9 1.1 1.5 0.1 0.5 0.0 0.1

（単位：tまたはkL）
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長野長野長野長野

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 2.8 2.7 1.5 3.5 0.5 4.2 0.2 0.5
2007 3.3 4.4 1.6 2.5 0.6 4.9 0.2 0.6
2008 3.5 2.9 2.5 2.8 0.6 5.2 0.1 0.5
2009 3.1 2.7 3.2 2.4 0.8 5.4 0.1 0.5
2010 4.0 2.7 3.0 3.2 1.3 3.7 0.1 0.5

（単位：tまたはkL）
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岐阜岐阜岐阜岐阜

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.4 0.5 0.1 0.1 0.6 1.9 0.0 1.3
2007 0.4 1.2 0.1 0.1 0.5 1.9 0.1 1.1
2008 0.3 0.7 0.4 0.1 0.4 2.1 0.1 1.2
2009 0.3 0.3 1.1 0.1 0.4 2.4 0.0 1.1
2010 0.3 0.5 0.5 0.1 0.4 3.1 0.0 1.2

（単位：tまたはkL）
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静岡静岡静岡静岡

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 3.5 4.6 3.3 1.5 1.7 1.8 0.2 0.8
2007 3.3 4.5 1.3 1.7 1.3 2.0 0.2 0.7
2008 0.8 3.3 2.1 3.9 1.2 2.5 0.1 0.7
2009 0.9 3.7 2.4 2.0 0.9 3.6 0.1 0.7
2010 1.4 3.2 1.9 1.0 1.0 4.0 0.1 0.7

（単位：tまたはkL）
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愛知愛知愛知愛知

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.8 1.9 1.0 0.3 0.8 2.0 0.4 1.5
2007 2.3 1.9 1.0 0.4 0.9 2.4 0.5 1.5
2008 2.0 1.8 1.7 0.5 1.0 2.9 0.4 1.5
2009 2.0 1.6 2.0 0.4 1.0 3.6 0.6 1.5
2010 2.1 1.6 2.0 0.3 1.5 4.3 0.5 1.4

（単位：tまたはkL）
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三重三重三重三重

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.0 0.3 0.6 0.6 0.5 1.3 0.2 0.3
2007 1.0 0.7 0.4 0.6 0.4 1.6 0.1 0.3
2008 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 2.0 0.1 0.4
2009 0.6 0.2 0.7 0.4 0.4 1.8 0.1 0.4
2010 0.4 0.3 0.7 0.3 0.4 2.3 0.1 0.4

（単位：tまたはkL）
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滋賀滋賀滋賀滋賀

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.0 0.2 0.9 0.2 0.3 3.7 0.0 0.1
2007 0.1 0.2 0.7 0.2 0.5 3.8 0.0 0.0
2008 0.1 0.2 1.0 0.1 0.6 3.3 0.0 0.0
2009 0.1 0.1 1.9 0.2 0.4 3.2 0.0 0.0
2010 0.1 0.1 1.4 0.1 0.3 3.2 0.0 0.0

（単位：tまたはkL）
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京都京都京都京都

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 0.9 0.0 0.4
2007 0.1 1.0 0.2 0.1 0.2 1.4 0.0 0.2
2008 0.1 0.9 0.3 0.1 0.2 1.6 0.0 0.2
2009 0.1 0.9 0.5 0.1 0.2 1.5 0.0 0.2
2010 0.2 1.0 0.4 0.1 0.2 1.5 0.0 0.2

（単位：tまたはkL）
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大阪大阪大阪大阪

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.3
2007 0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.3
2008 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.8 0.0 0.3
2009 0.3 0.3 0.4 0.0 0.1 0.8 0.0 0.3
2010 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 0.0 0.3

（単位：tまたはkL）
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兵庫兵庫兵庫兵庫

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.3 1.0 0.1 0.2 1.7 1.6 0.1 1.3
2007 0.2 1.9 0.3 0.2 1.7 1.8 0.1 1.2
2008 0.2 1.2 0.8 0.4 1.4 1.7 0.1 1.2
2009 0.2 1.2 1.6 0.3 1.3 2.0 0.1 1.3
2010 0.2 1.0 1.6 0.3 1.2 2.1 0.1 1.2

（単位：tまたはkL）
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奈良奈良奈良奈良

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.5 0.4 0.2 0.0 0.1 0.6 0.0 0.2
2007 0.4 0.5 0.2 0.0 0.1 0.8 0.0 0.2
2008 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2
2009 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 1.0 0.0 0.2
2010 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 1.0 0.0 0.2

（単位：tまたはkL）
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和歌山和歌山和歌山和歌山

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 4.6 1.0 0.7 0.1 0.9 2.5 0.1 0.6
2007 2.9 1.2 1.1 0.3 0.8 3.0 0.1 0.5
2008 5.0 1.2 1.5 0.4 0.6 3.6 0.1 0.4
2009 4.9 1.4 2.4 0.1 0.5 3.4 0.1 0.4
2010 4.6 1.5 2.6 0.1 0.4 3.4 0.1 0.4

（単位：tまたはkL）
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鳥取鳥取鳥取鳥取

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.9 0.6 0.1 0.1 0.2 1.3 0.0 0.9
2007 0.9 0.8 0.3 0.1 0.1 1.2 0.0 0.9
2008 1.1 0.7 0.2 0.1 0.2 1.2 0.0 1.0
2009 1.2 0.6 0.4 0.1 0.2 1.2 0.0 1.0
2010 0.8 0.4 0.4 0.1 0.2 1.1 0.0 0.9

（単位：tまたはkL）
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島根島根島根島根

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.1 0.8 0.2 0.0 0.3 0.4 0.0 0.5
2007 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 1.0 0.1 0.7
2008 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 1.1 0.0 0.7
2009 0.1 0.2 0.4 0.0 0.4 1.4 0.0 0.5
2010 0.1 0.2 0.3 0.0 1.6 1.3 0.0 0.7

（単位：tまたはkL）
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岡山岡山岡山岡山

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.3 1.4 0.3 0.0 0.2 1.4 0.1 1.7
2007 0.3 1.6 0.5 0.0 0.3 2.3 0.1 1.3
2008 0.3 1.8 0.9 0.1 0.4 3.0 0.1 1.4
2009 0.4 1.5 0.8 0.1 0.5 2.6 0.1 1.4
2010 0.4 1.4 0.9 0.1 0.5 2.8 0.1 1.2

（単位：tまたはkL）
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広島広島広島広島

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.68 1.10 0.52 0.10 1.52 1.49 0.06 0.84
2007 0.62 1.66 0.66 0.04 1.01 2.21 0.10 0.90
2008 0.55 1.37 0.66 0.07 1.30 1.66 0.09 0.96
2009 0.53 1.42 0.97 0.04 1.39 1.86 0.10 0.80
2010 0.62 0.82 0.81 0.05 0.12 2.43 0.10 0.83

（単位：tまたはkL）
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山口山口山口山口

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.1 2.4 0.6 0.0 0.1 1.1 0.0 0.6
2007 0.2 2.2 0.1 0.1 0.1 1.5 0.0 0.4
2008 0.2 2.2 0.6 0.1 0.1 1.3 0.0 0.5
2009 0.2 1.6 1.1 0.0 0.1 1.8 0.0 0.4
2010 0.2 1.5 1.3 0.0 0.1 2.1 0.0 0.5

（単位：tまたはkL）
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徳島徳島徳島徳島

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.3 0.7 0.0 0.1 0.5 0.5 0.0 0.4
2007 0.5 0.5 0.3 0.0 0.4 0.7 0.0 0.5
2008 0.4 0.7 0.3 0.1 0.3 1.0 0.1 0.4
2009 0.3 0.7 0.3 0.1 0.4 1.1 0.1 0.4
2010 0.3 0.6 0.3 0.0 0.4 1.4 0.1 0.5

（単位：tまたはkL）
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香川香川香川香川

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.5 1.4 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.3
2007 0.5 1.2 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.5
2008 0.5 1.1 0.2 0.1 0.1 0.7 0.1 0.5
2009 0.5 1.0 0.2 0.1 0.1 1.5 0.1 0.5
2010 0.5 0.8 0.2 0.1 0.1 3.5 0.1 0.5

（単位：tまたはkL）
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愛媛愛媛愛媛愛媛

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 2.7 3.2 0.4 0.0 1.4 4.5 0.1 0.2
2007 1.7 3.4 0.9 0.0 1.2 4.7 0.0 0.2
2008 2.6 2.4 0.9 0.0 1.0 6.4 0.0 0.4
2009 2.8 2.8 0.6 0.0 0.9 5.4 0.0 0.4
2010 2.6 4.0 1.2 0.0 1.1 5.6 0.0 0.3

（単位：tまたはkL）
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高知高知高知高知

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.4 1.0 0.3 0.2 0.5 1.5 0.2 0.4
2007 1.7 0.9 0.6 0.2 0.5 1.6 0.2 0.4
2008 1.2 0.9 0.6 0.2 0.5 1.6 0.2 0.3
2009 1.0 1.0 0.7 0.2 0.5 1.4 0.2 0.3
2010 0.9 0.6 0.4 0.1 0.5 1.8 0.0 0.3

（単位：tまたはkL）
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福岡福岡福岡福岡

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 2.4 3.0 0.6 0.3 0.8 2.3 0.2 2.1
2007 2.5 3.1 0.7 0.4 0.9 3.3 0.3 2.0
2008 2.7 2.5 0.6 0.3 0.7 7.3 0.2 2.3
2009 2.5 1.9 0.8 0.5 0.6 6.2 0.2 2.5
2010 2.5 1.5 0.8 0.4 0.7 7.1 0.3 2.5

（単位：tまたはkL）
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佐賀佐賀佐賀佐賀

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.9 2.6 0.1 0.2 0.3 1.3 0.1 1.4
2007 0.9 2.6 0.2 0.2 0.3 1.3 0.0 1.4
2008 1.1 2.5 0.3 0.3 0.3 2.1 0.1 1.5
2009 1.0 2.1 0.3 0.1 0.3 2.4 0.0 1.3
2010 0.8 1.8 0.3 0.1 0.3 2.4 0.0 1.3

（単位：tまたはkL）
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長崎長崎長崎長崎

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.0 1.9 0.6 0.2 0.2 0.8 0.2 0.5
2007 1.3 2.3 0.6 0.2 0.1 0.9 0.2 0.5
2008 1.3 2.2 0.8 0.2 0.1 0.9 0.2 0.6
2009 1.1 2.1 0.9 0.1 0.1 1.1 0.2 0.5
2010 1.2 2.0 0.4 0.1 0.2 1.5 0.2 0.4

（単位：tまたはkL）
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熊本熊本熊本熊本

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 2.5 4.0 1.4 0.5 1.3 3.3 1.0 2.3
2007 2.6 4.4 1.9 0.6 1.1 3.1 1.3 2.0
2008 2.6 4.3 1.2 0.5 1.1 4.3 0.9 2.1
2009 2.6 3.7 1.6 0.5 1.2 4.5 0.8 2.0
2010 2.4 4.0 1.4 0.5 1.2 4.5 1.1 2.2

（単位：tまたはkL）
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大分大分大分大分

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.4 1.0 0.1 0.0 0.3 0.4 0.0 0.9
2007 0.3 1.1 0.2 0.0 0.4 0.7 0.0 0.9
2008 0.4 0.8 0.2 0.0 0.5 1.3 0.0 1.0
2009 0.2 0.4 0.5 0.0 0.4 1.3 0.1 1.2
2010 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 1.4 0.1 1.2

（単位：tまたはkL）
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宮崎宮崎宮崎宮崎

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.2 1.8 0.4 0.2 0.7 2.1 0.6 0.5
2007 1.6 2.1 0.2 0.2 0.7 2.2 0.7 0.4
2008 1.2 1.4 0.4 0.2 0.8 2.4 0.7 0.4
2009 1.1 1.0 0.7 0.6 0.5 2.9 0.6 0.7
2010 1.1 1.0 0.7 0.6 0.6 2.7 0.0 0.8

（単位：tまたはkL）
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鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 1.0 2.3 0.7 1.2 0.8 0.3 0.2 1.1
2007 1.7 2.6 0.8 0.9 0.7 0.7 0.1 1.1
2008 1.3 3.0 1.0 1.4 0.7 0.8 0.1 1.3
2009 0.7 2.2 1.6 1.1 0.7 1.9 0.1 1.6
2010 0.4 2.1 2.0 0.9 0.7 2.4 0.2 2.0

（単位：tまたはkL）

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

アセタミプリド

イミダクロプリド

クロチアニジン

チアクロプリド

チアメトキサム

ジノテフラン

ニテンピラム

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2006 2007 2008 2009 2010

ジノテフラン

ニテンピラム

フィプロニル

110



沖縄沖縄沖縄沖縄

アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム フィプロニル
2006 0.5 0.6 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
2007 0.9 0.7 0.4 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1
2008 0.6 0.5 0.4 0.0 0.1 0.4 0.0 0.2
2009 0.6 0.6 0.5 0.0 0.2 0.6 0.0 1.0
2010 0.6 0.6 0.4 0.0 0.1 0.6 0.0 2.0

（単位：tまたはkL）
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(2)(2)(2)(2)都道府県防除都道府県防除都道府県防除都道府県防除基準基準基準基準にににに挙げられた挙げられた挙げられた挙げられたネオニコチノイド系農薬ネオニコチノイド系農薬ネオニコチノイド系農薬ネオニコチノイド系農薬    

各都道府県では、農林水産省より通達された「農作物有害動植物防除実施要綱」に基づき、防除実施方針を定めてい

ます。都道府県によっては、農薬の使い方などについて、生産現場での方針運用に即した具体的なガイドラインを「防除

指針」や「防除基準」といった名称で、冊子やデータベースで公開しています（作成していない／作成しているが非公開の

自治体もあり）。このリストでは、2013 年 2 月 1 日時点で入手できた都道府県防除基準に掲載された農薬群から、6 種の

農作物についてネオニコチノイド 7 種とフィプロニルを含有する農薬を抽出しましました。 

 

6 種の農作物は、「平成 23 年農林水産省作物統計」から、水陸稲、野菜、果樹、工芸作物のうち、作付面積の広さで上

位に相当する水稲（水陸稲1 位）、ばれいしょ（野菜 1位）、だいこん（野菜 2 位）、みかん（果樹 1位）、りんご（果樹 2 位）、

茶（工芸作物 1 位）を選択しました。 

 

出典：都道府県防除基準（2013 年 2 月 1 日時点で入手できたもの） 
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〔都道府県防除基準に挙げられたネオニコチノイド系農薬〕〔都道府県防除基準に挙げられたネオニコチノイド系農薬〕〔都道府県防除基準に挙げられたネオニコチノイド系農薬〕〔都道府県防除基準に挙げられたネオニコチノイド系農薬〕

水稲 (北海道・東北地方)水稲 (北海道・東北地方)水稲 (北海道・東北地方)水稲 (北海道・東北地方)

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県 宮城県宮城県宮城県宮城県 秋田県秋田県秋田県秋田県

Dr.オリゼアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アドマイヤー１粒剤 イミダプロクリド
アドマイヤーCR箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー粉剤DL イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（水稲/休耕田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アドマイヤー水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（本田　殺虫）
アドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アミスターアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ウィンドアドマイヤーグレータム箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
キラップAD粒剤 イミダプロクリド
キラップ粉剤DL イミダプロクリド
コープガードW8(複合肥料） イミダプロクリド ●（本田　殺菌・殺虫）
コープガードW12(複合肥料） イミダプロクリド ●（本田　殺菌・殺虫） ●（本田　殺菌・殺虫）
側条オリゼメートアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（水稲　殺菌・殺虫） ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド
ビームアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド
ビルダーアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットアドマイヤーリンバー粒剤 イミダプロクリド
フルサポート箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチンアドスピノGT箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドスピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンクアトロ箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチントレス箱粒剤 イミダプロクリド

嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル

ビルダープリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル

ブイゲットプリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
Dr.オリゼダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
コラトップスダントツ1キロ粒剤 クロチアニジン
スタウトダントツ箱粒剤 クロチアニジン
スタウトダントツ箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
スタウトダントツディアナ箱粒 クロチアニジン
ダントツオリゼメート１０箱粒剤 クロチアニジン
ダントツ１キロ粒剤 クロチアニジン
ダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（水稲/休耕田　殺虫）
ダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（水稲/休耕田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）

ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫）
●（育苗箱/水稲/休耕田
/ビームスプレイヤー
殺虫・殺菌）

●（育苗箱/本田　殺虫）●（育苗箱/本田　殺虫）

ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ダントツフロアブル クロチアニジン ●（水稲/ヘリ　殺虫・殺菌）●（本田　殺虫）
ダントツEXフロアブル クロチアニジン
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫） ●（水稲　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
ツインターボ箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ツインターボフエルテラ箱粒剤 クロチアニジン
デラウスダントツL箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスダントツ箱粒剤 クロチアニジン
ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ クロチアニジン
ノンブラスダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダジョーカーフロアブル クロチアニジン
箱いり娘粒剤 クロチアニジン
ハスラー粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）
ブラシンダントツH粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツフロアブル クロチアニジン
ブラシンバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）
ラブサイドダントツフロアブル クロチアニジン
ワンリード箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アチーブスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
アプライスタークル粒剤 ジノテフラン
アプロードスタークルゾル ジノテフラン
嵐スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐スタークル粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
アルバリン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アルバリン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
イモチエーススタークル1キロ粒剤 ジノテフラン
イモチエーススタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
オリブライトスタークル１キロ粒剤 ジノテフラン
オンコルスタークル粒剤 ジノテフラン
カスラブスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
カスラブスタークルフロアブル ジノテフラン
カスラブバリダスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
コラトップスタークル1キロ粒剤 ジノテフラン

出典：都道府県防除基準（2013年2月1日時点で入手できたもの）
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農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県 宮城県宮城県宮城県宮城県 秋田県秋田県秋田県秋田県

ジノテフラン1キロH粒剤 ジノテフラン
●（育苗箱/水稲/ヘリ
殺虫・殺菌）

ジノテフランL粉剤DL ジノテフラン

ジノテフラン液剤 ジノテフラン
●（育苗箱/水稲/ヘリ
殺虫・殺菌）

ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水和剤 ジノテフラン ●（育苗箱/水稲　殺虫）
ジノテフラン粉剤 ジノテフラン ●（水稲　殺虫）
ジノテフラン粉剤DL ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫）
スタークル1キロH粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルエアー50 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルL粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
スタークル液剤１０ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークル豆つぶ ジノテフラン
スタークルメイト1キロH粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルメイトエアー50 ジノテフラン
スタークルメイトL粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークルメイト液剤10 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークル粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 ジノテフラン ●（水稲　殺菌・殺虫） ●（本田　殺菌・殺虫）
ダブルカットスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ダブルカットスタークルフロアブル ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
デラウススタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
トップジンスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
トップジンスタークルフロアブル ジノテフラン
トレボンスターフロアブル ジノテフラン
トレボンスター粉剤DL ジノテフラン ●（水稲　殺虫） ●（本田　殺虫）
バリダスタークル粉剤ＤＬ ジノテフラン
ビームアプロードスタークル粉剤５ＤＬ ジノテフラン
ビームエイトスタークルゾル ジノテフラン ●（ヘリ　殺菌・殺虫）
ビームスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームスタークル微粒剤F ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビームバシスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンカットスタークルF粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンセレンスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビルダースタークル箱粒剤 ジノテフラン
ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ブイゲットスタークル粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットフェルテラスタークル粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラスタークルL粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラ粒剤 ジノテフラン
ホクコーDr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
明治Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ラブサイドスタークルフロアブル ジノテフラン ●（ヘリ　殺菌・殺虫）
ラブサイドスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ウィンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
バリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ブイゲットバリアード粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
チアクロプリド
フィプロニル

ルーチンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アクタラ箱粒剤 チアメトキサム
アクタラフロアブル チアメトキサム

アミスターアクタラSC チアメトキサム ●（本田　殺菌・殺虫）
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デジタルメガフレア箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ベストガード粉剤DL ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（水稲　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫）
ベストガード粒剤 ニテンピラム
BASFプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫）
Dr.オリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
Dr.オリゼプリンス粒剤10H フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
Dr.オリゼプリンスエース粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アプライプリンス粒剤10 フィプロニル
アプライプリンス粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アミスタープリンス粒剤 フィプロニル
嵐プリンスチェス箱粒剤 フィプロニル
嵐プリンス箱粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐プリンス箱粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
オリゼメートプリンス粒剤 フィプロニル
ギャング粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
デラウスプリンス粒剤06 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスプリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル
日農フジワンプリンス粒剤 フィプロニル
ビームプリンスグレータム箱粒剤 フィプロニル
ビームプリンス粒剤 フィプロニル
ピカピカ粒剤 フィプロニル
ビルダープリンスチェス粒剤 フィプロニル
ビルダープリンス粒剤 フィプロニル
ビルダープリンスグレータム粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス箱粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤06 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ファーストオリゼプリンス粒剤10 フィプロニル
ブイゲットプリンス粒剤10 フィプロニル
ブイゲットプリンス粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットプリンスリンバーL粒剤 フィプロニル
フジワンプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
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プリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル
ローヌ・プーランフジワンプリンス粒剤 フィプロニル

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
フィプロニル

チアクロプリド
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Dr.オリゼアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺虫）
アドマイヤー１粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（本田　虫害） ●（本田　殺虫）
アドマイヤーCR箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺虫）
アドマイヤー粉剤DL イミダプロクリド
アドマイヤー水和剤 イミダプロクリド ●（本田　虫害） ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺虫）
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アミスターアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ウィンドアドマイヤーグレータム箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド
キラップAD粒剤 イミダプロクリド
キラップ粉剤DL イミダプロクリド
コープガードW8(複合肥料） イミダプロクリド
コープガードW12(複合肥料） イミダプロクリド
側条オリゼメートアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド
ビームアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド
ビームアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダーアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットアドマイヤーリンバー粒剤 イミダプロクリド
フルサポート箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドスピノGT箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドスピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンクアトロ箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチントレス箱粒剤 イミダプロクリド

嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル

ビルダープリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル

ブイゲットプリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
Dr.オリゼダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●(育苗箱　殺虫）
嵐ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
コラトップスダントツ1キロ粒剤 クロチアニジン
スタウトダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
スタウトダントツ箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
スタウトダントツディアナ箱粒 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ダントツオリゼメート１０箱粒剤 クロチアニジン
ダントツ１キロ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ダントツH粉剤DL クロチアニジン
ダントツ粉剤DL クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　虫害） ●（育苗箱/本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ダントツフロアブル クロチアニジン ●（へり　殺虫） ●（本田　虫害）
ダントツEXフロアブル クロチアニジン
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　虫害） ●（育苗箱/本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
ツインターボ箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ツインターボフエルテラ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスダントツL箱粒剤 クロチアニジン
デラウスダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）
ノンブラスダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダジョーカーフロアブル クロチアニジン
箱いり娘粒剤 クロチアニジン
ハスラー粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツ粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツH粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツフロアブル クロチアニジン
ブラシンバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツ粉剤DL クロチアニジン
ラブサイドダントツフロアブル クロチアニジン
ワンリード箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）
Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アチーブスタークル粉剤DL ジノテフラン
アプライスタークル粒剤 ジノテフラン
アプロードスタークルゾル ジノテフラン ●（本田　虫害）
嵐スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌）
嵐スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫） ●（本田　病害）
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　虫害） ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
アルバリン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
アルバリン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●(本田　殺虫）
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　虫害） ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
イモチエーススタークル1キロ粒剤 ジノテフラン
イモチエーススタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　病害） ●（本田　殺菌・殺虫）
オリブライトスタークル１キロ粒剤 ジノテフラン
オンコルスタークル粒剤 ジノテフラン
カスラブスタークル粉剤DL ジノテフラン
カスラブスタークルフロアブル ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
カスラブバリダスタークル粉剤DL ジノテフラン
コラトップスタークル1キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
サジェスト微粒剤F ジノテフラン
ジノテフラン1キロH粒剤 ジノテフラン
ジノテフランL粉剤DL ジノテフラン
ジノテフラン液剤 ジノテフラン
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ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水和剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤DL ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン箱粒剤 ジノテフラン
スタークル1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
スタークルエアー50 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
スタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルL粉剤DL ジノテフラン
スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
スタークル液剤１０ ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークル豆つぶ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
スタークルメイト1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
スタークルメイトエアー50 ジノテフラン
スタークルメイトL粉剤DL ジノテフラン
スタークルメイト液剤10 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　虫害）
スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ダブルカットスタークル粉剤DL ジノテフラン
ダブルカットスタークルフロアブル ジノテフラン
デラウススタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
トップジンスタークル粉剤DL ジノテフラン
トップジンスタークルフロアブル ジノテフラン
トレボンスターフロアブル ジノテフラン ●（本田　殺虫）
トレボンスター粉剤DL ジノテフラン
バリダスタークル粉剤ＤＬ ジノテフラン
ビームアプロードスタークル粉剤５ＤＬ ジノテフラン
ビームエイトスタークルゾル ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームスタークル微粒剤F ジノテフラン
ビームバシスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンカットスタークルF粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンセレンスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビルダースタークル箱粒剤 ジノテフラン
ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ブイゲットスタークル粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットフェルテラスタークル粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラスタークルL粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラ粒剤 ジノテフラン
ホクコーDr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
明治Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ラブサイドスタークルフロアブル ジノテフラン
ラブサイドスタークル粉剤DL ジノテフラン
ウィンバリアード箱粒剤 チアクロプリド
バリアード箱粒剤 チアクロプリド
ブイゲットバリアード粒剤 チアクロプリド

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
チアクロプリド
フィプロニル

ルーチンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アクタラ箱粒剤 チアメトキサム
アクタラフロアブル チアメトキサム

アミスターアクタラSC チアメトキサム ●（本田　殺菌・殺虫）
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デジタルメガフレア箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ベストガード粉剤DL ニテンピラム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●（本田　虫害） ●（本田　殺虫）
ベストガード粒剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（本田　虫害）
BASFプリンス粒剤 フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤10 フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤10H フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺虫）
Dr.オリゼプリンスエース粒剤 フィプロニル
アプライプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アプライプリンス粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アミスタープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺虫）
嵐プリンスチェス箱粒剤 フィプロニル
嵐プリンス箱粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐プリンス箱粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺虫）
オリゼメートプリンス粒剤 フィプロニル
ギャング粒剤 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤06 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスプリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
日農フジワンプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビームプリンスグレータム箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビームプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ピカピカ粒剤 フィプロニル
ビルダープリンスチェス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダープリンスグレータム粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス箱粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤06 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤10 フィプロニル
ブイゲットプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットプリンス粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットプリンスリンバーL粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
フジワンプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
プリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺虫）
プリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ローヌ・プーランフジワンプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
フィプロニル

チアクロプリド
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Dr.オリゼアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アドマイヤー１粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アドマイヤーCR箱粒剤 イミダプロクリド
アドマイヤー粉剤DL イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
アドマイヤー水和剤 イミダプロクリド ●(種籾処理　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（本田　殺虫）
アドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫）
アミスターアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ウィンドアドマイヤーグレータム箱粒剤 イミダプロクリド
ウィンドアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
キラップAD粒剤 イミダプロクリド
キラップ粉剤DL イミダプロクリド
コープガードW8(複合肥料） イミダプロクリド
コープガードW12(複合肥料） イミダプロクリド
側条オリゼメートアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●(本田　殺菌・殺虫）
ビームアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺虫）
ビームアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
ビルダーアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
ブイゲットアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットアドマイヤーリンバー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
フルサポート箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
ルーチンアドスピノGT箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺虫）
ルーチンアドスピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチンクアトロ箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチントレス箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺虫）

嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル

ビルダープリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
●（育苗箱/本田　殺虫）

ブイゲットプリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
Dr.オリゼダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
ウィンダントツ箱粒剤 クロチアニジン
ウィンドダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
コラトップスダントツ1キロ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）
スタウトダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
スタウトダントツ箱粒剤08 クロチアニジン ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
スタウトダントツディアナ箱粒 クロチアニジン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
ダントツオリゼメート１０箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
ダントツ１キロ粒剤 クロチアニジン
ダントツH粉剤DL クロチアニジン
ダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ/ブーム　殺虫）
ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
ダントツフロアブル クロチアニジン ●（育苗箱/本田/ヘリ/ブーム　殺虫）
ダントツEXフロアブル クロチアニジン
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
ツインターボ箱粒剤08 クロチアニジン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
ツインターボフエルテラ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
デラウスダントツL箱粒剤 クロチアニジン ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ クロチアニジン
ノンブラスダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダジョーカーフロアブル クロチアニジン
箱いり娘粒剤 クロチアニジン
ハスラー粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツ粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）
ブラシンダントツフロアブル クロチアニジン ●（育苗箱/本田/ヘリ/ブーム　殺虫）
ブラシンバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツフロアブル クロチアニジン ●本田　ブーム
ブラストップダントツ粉剤DL クロチアニジン
ラブサイドダントツフロアブル クロチアニジン ●本田　ブーム
ワンリード箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
アチーブスタークル粉剤DL ジノテフラン
アプライスタークル粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
アプロードスタークルゾル ジノテフラン
嵐スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
嵐スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
アルバリン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アルバリン箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫） ●（本田　殺虫）
イモチエーススタークル1キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
イモチエーススタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
オリブライトスタークル１キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
オンコルスタークル粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
カスラブスタークル粉剤DL ジノテフラン
カスラブスタークルフロアブル ジノテフラン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
カスラブバリダスタークル粉剤DL ジノテフラン
コラトップスタークル1キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
サジェスト微粒剤F ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ジノテフラン1キロH粒剤 ジノテフラン
ジノテフランL粉剤DL ジノテフラン
ジノテフラン液剤 ジノテフラン
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ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水和剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤DL ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン箱粒剤 ジノテフラン
スタークル1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
スタークルエアー50 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
スタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルL粉剤DL ジノテフラン
スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
スタークル液剤１０ ジノテフラン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
スタークル豆つぶ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
スタークルメイト1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫）
スタークルメイトエアー50 ジノテフラン
スタークルメイトL粉剤DL ジノテフラン
スタークルメイト液剤10 ジノテフラン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫） ●（本田　殺虫）
側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 ジノテフラン
ダブルカットスタークル粉剤DL ジノテフラン
ダブルカットスタークルフロアブル ジノテフラン
デラウススタークル箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
トップジンスタークル粉剤DL ジノテフラン
トップジンスタークルフロアブル ジノテフラン
トレボンスターフロアブル ジノテフラン ●（ヘリ　殺虫）
トレボンスター粉剤DL ジノテフラン
バリダスタークル粉剤ＤＬ ジノテフラン
ビームアプロードスタークル粉剤５ＤＬ ジノテフラン
ビームエイトスタークルゾル ジノテフラン ●（育苗箱/本田/ヘリ/ブーム　殺虫）
ビームスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームスタークル微粒剤F ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームバシスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンカットスタークルF粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームモンセレンスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビルダースタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ブイゲットスタークル粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫）
ブイゲットフェルテラスタークル粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラスタークルL粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラ粒剤 ジノテフラン
ホクコーDr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
明治Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ラブサイドスタークルフロアブル ジノテフラン ●本田　ブーム
ラブサイドスタークル粉剤DL ジノテフラン
ウィンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
バリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ブイゲットバリアード粒剤 チアクロプリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
チアクロプリド
フィプロニル

ルーチンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
アクタラ箱粒剤 チアメトキサム
アクタラフロアブル チアメトキサム

アミスターアクタラSC チアメトキサム
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デジタルメガフレア箱粒剤 チアメトキサム ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ベストガード粉剤DL ニテンピラム ●（本田　殺虫）
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫）
ベストガード粒剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田/ヘリ　殺虫） ●（本田　殺虫）
BASFプリンス粒剤 フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
Dr.オリゼプリンス粒剤10H フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
Dr.オリゼプリンス粒剤6 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
Dr.オリゼプリンスエース粒剤 フィプロニル
アプライプリンス粒剤10 フィプロニル
アプライプリンス粒剤6 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
アミスタープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫） ●（育苗箱　殺菌）
嵐プリンスチェス箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
嵐プリンス箱粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
嵐プリンス箱粒剤6 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
オリゼメートプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
ギャング粒剤 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤06 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
デラウスプリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
日農フジワンプリンス粒剤 フィプロニル
ビームプリンスグレータム箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビームプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
ピカピカ粒剤 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
ビルダープリンスチェス粒剤 フィプロニル
ビルダープリンス粒剤 フィプロニル
ビルダープリンスグレータム粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス箱粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤06 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ファーストオリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
ブイゲットプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
ブイゲットプリンス粒剤6 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットプリンスリンバーL粒剤 フィプロニル
フジワンプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱/本田　殺虫）
プリンス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
プリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌）
ローヌ・プーランフジワンプリンス粒剤 フィプロニル

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
フィプロニル

チアクロプリド
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Dr.オリゼアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アドマイヤー１粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）

アドマイヤーCR箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー粉剤DL イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
アドマイヤー水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺虫）
アドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）

アドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アミスターアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド

ウィンドアドマイヤーグレータム箱粒剤 イミダプロクリド
ウィンドアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ウィンドアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド
キラップAD粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
キラップ粉剤DL イミダプロクリド

コープガードW8(複合肥料） イミダプロクリド
コープガードW12(複合肥料） イミダプロクリド

側条オリゼメートアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド
ビームアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド

ビームアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダーアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド

ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットアドマイヤーリンバー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
フルサポート箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ルーチンアドスピノGT箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドスピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ルーチンアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンクアトロ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチントレス箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル

ビルダープリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル

ブイゲットプリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
Dr.オリゼダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

嵐ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンダントツ箱粒剤 クロチアニジン

ウィンドダントツ箱粒剤 クロチアニジン
コラトップスダントツ1キロ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）

スタウトダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
スタウトダントツ箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

スタウトダントツディアナ箱粒 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ダントツオリゼメート１０箱粒剤 クロチアニジン

ダントツ１キロ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）

ダントツフロアブル クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツEXフロアブル クロチアニジン

ダントツ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ツインターボ箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ツインターボフエルテラ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスダントツL箱粒剤 クロチアニジン
デラウスダントツ箱粒剤 クロチアニジン

ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ クロチアニジン
ノンブラスダントツフロアブル クロチアニジン

ノンブラスバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダジョーカーフロアブル クロチアニジン

箱いり娘粒剤 クロチアニジン
ハスラー粉剤DL クロチアニジン

ブラシンダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）
ブラシンダントツH粉剤DL クロチアニジン

ブラシンダントツフロアブル クロチアニジン
ブラシンバリダダントツフロアブル クロチアニジン

ブラストップダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツ粉剤DL クロチアニジン

ラブサイドダントツフロアブル クロチアニジン
ワンリード箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）

Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アチーブスタークル粉剤DL ジノテフラン

アプライスタークル粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アプロードスタークルゾル ジノテフラン ●（本田　殺虫）

嵐スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）

アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
アルバリン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
アルバリン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）

イモチエーススタークル1キロ粒剤 ジノテフラン
イモチエーススタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫） ●（本田　殺菌・殺虫）

オリブライトスタークル１キロ粒剤 ジノテフラン
オンコルスタークル粒剤 ジノテフラン

カスラブスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
カスラブスタークルフロアブル ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）

カスラブバリダスタークル粉剤DL ジノテフラン
コラトップスタークル1キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）

サジェスト微粒剤F ジノテフラン
ジノテフラン1キロH粒剤 ジノテフラン

ジノテフランL粉剤DL ジノテフラン
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ジノテフラン液剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン

ジノテフラン顆粒水和剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤 ジノテフラン

ジノテフラン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）

ジノテフラン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫）
スタークル1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークルエアー50 ジノテフラン

スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルL粉剤DL ジノテフラン
スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
スタークル液剤１０ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークル豆つぶ ジノテフラン ●（本田　殺虫）

スタークルメイト1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルメイトエアー50 ジノテフラン
スタークルメイトL粉剤DL ジノテフラン
スタークルメイト液剤10 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）

スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ダブルカットスタークル粉剤DL ジノテフラン
ダブルカットスタークルフロアブル ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）

デラウススタークル箱粒剤 ジノテフラン
トップジンスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）

トップジンスタークルフロアブル ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
トレボンスターフロアブル ジノテフラン

トレボンスター粉剤DL ジノテフラン
バリダスタークル粉剤ＤＬ ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）

ビームアプロードスタークル粉剤５ＤＬ ジノテフラン
ビームエイトスタークルゾル ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームスタークル微粒剤F ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）

ビームバシスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームモンカットスタークルF粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンセレンスタークル粉剤５DL ジノテフラン

ビルダースタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットスタークル粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットフェルテラスタークル粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットフェルテラスタークルL粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットフェルテラ粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ホクコーDr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン

明治Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ラブサイドスタークルフロアブル ジノテフラン

ラブサイドスタークル粉剤DL ジノテフラン
ウィンバリアード箱粒剤 チアクロプリド

バリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ブイゲットバリアード粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
チアクロプリド
フィプロニル

ルーチンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）

アクタラフロアブル チアメトキサム ●（本田　殺虫）

アミスターアクタラSC チアメトキサム ●（本田　殺菌・殺虫）
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

デジタルメガフレア箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ベストガード粉剤DL ニテンピラム ●（本田　殺虫）
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ベストガード粒剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）

BASFプリンス粒剤 フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

Dr.オリゼプリンス粒剤10H フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤6 フィプロニル

Dr.オリゼプリンスエース粒剤 フィプロニル
アプライプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アプライプリンス粒剤6 フィプロニル
アミスタープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐プリンスチェス箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

嵐プリンス箱粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐プリンス箱粒剤6 フィプロニル

オリゼメートプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ギャング粒剤 フィプロニル

デラウスプリンス粒剤06 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

デラウスプリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
日農フジワンプリンス粒剤 フィプロニル

ビームプリンスグレータム箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビームプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ピカピカ粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダープリンスチェス粒剤 フィプロニル

ビルダープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダープリンスグレータム粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ファーストオリゼプリンス箱粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤06 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ファーストオリゼプリンス粒剤10 フィプロニル

ブイゲットプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットプリンス粒剤6 フィプロニル

ブイゲットプリンスリンバーL粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
フジワンプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

プリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
プリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル

ローヌ・プーランフジワンプリンス粒剤 フィプロニル
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ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
フィプロニル

チアクロプリド
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水稲 （中国地方）水稲 （中国地方）水稲 （中国地方）水稲 （中国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県(※注）鳥取県(※注）鳥取県(※注）鳥取県(※注） 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

Dr.オリゼアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
アドマイヤー１粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
アドマイヤーCR箱粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺虫)
アドマイヤー粉剤DL イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●(本田/休耕田　殺虫)

アドマイヤー水和剤 イミダプロクリド ●（湛水直播/本田　殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫）
●（湛水直播種子消毒/育苗箱
/本田/休耕田　殺虫）

●（湛水直播種子消毒/本田
殺虫）

アドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺虫)

アドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
●（湛水直播種子消毒/育苗箱
殺虫）

●（湛水直播種子消毒　殺虫）

アミスターアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
ウィンドアドマイヤーグレータム箱粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
ウィンドアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺菌）
ウィンドアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺菌）
キラップAD粒剤 イミダプロクリド ●(本田　殺虫)
キラップ粉剤DL イミダプロクリド
コープガードW8(複合肥料） イミダプロクリド
コープガードW12(複合肥料） イミダプロクリド
側条オリゼメートアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
ビームアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ビームアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ビルダーアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットアドマイヤーリンバー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
フルサポート箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ルーチンアドスピノGT箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ルーチンアドスピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ルーチンアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ルーチンクアトロ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ルーチントレス箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

ビルダープリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

ブイゲットプリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

Dr.オリゼダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
嵐ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ウィンダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ウィンドダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
コラトップスダントツ1キロ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫)
スタウトダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
スタウトダントツ箱粒剤08 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
スタウトダントツディアナ箱粒 クロチアニジン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ダントツオリゼメート１０箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ダントツ１キロ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫) ●(本田/休耕田　殺虫)
ダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●(本田/休耕田　殺虫)

ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田　殺虫）
●(育苗箱/地上液剤少量散布装
置

●(本田/ブームスプレイヤー
殺虫)

ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

ダントツフロアブル クロチアニジン ●（本田　殺虫）
●(本田/地上液剤少量散布装置
/ヘリ　殺虫)

●(本田/ブームスプレイヤー/ヘ
リ

ダントツEXフロアブル クロチアニジン
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（育苗箱/本田　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱/本田　殺虫)
ツインターボ箱粒剤08 クロチアニジン
ツインターボフエルテラ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
デラウスダントツL箱粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
デラウスダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ クロチアニジン ●（本田　殺虫）

ノンブラスダントツフロアブル クロチアニジン ●ヘリ
●(ブームスプレイヤー/ヘリ
殺菌・殺虫)

ノンブラスバリダダントツフロアブル クロチアニジン ●ヘリ
ノンブラスバリダジョーカーフロアブル クロチアニジン
箱いり娘粒剤 クロチアニジン
ハスラー粉剤DL クロチアニジン ●(本田　殺菌・殺虫)
ブラシンダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ブラシンダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺菌・殺虫)

ブラシンダントツフロアブル クロチアニジン ●ヘリ
●(ブームスプレイヤー/ヘリ
殺菌・殺虫)

ブラシンバリダダントツフロアブル クロチアニジン ●(ヘリ　殺菌・殺虫)

ブラストップダントツフロアブル クロチアニジン
●(ブームスプレイヤー/ヘリ
殺菌・殺虫)

ブラストップダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫）

ラブサイドダントツフロアブル クロチアニジン
●(ブームスプレイヤー/ヘリ
殺菌・殺虫)

ワンリード箱粒剤08 クロチアニジン
Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
アチーブスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
アプライスタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
アプロードスタークルゾル ジノテフラン ●ヘリ ●(本田/ヘリ　殺虫)
嵐スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
嵐スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(本田　殺菌・殺虫)
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●(本田　殺虫) ●(本田　殺虫)
アルバリン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫) ●(本田　殺虫)
アルバリン箱粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(育苗箱/本田　殺虫)
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫) ●(本田　殺虫)
イモチエーススタークル1キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●ヘリ
イモチエーススタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺菌・殺虫)
オリブライトスタークル１キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺菌・殺虫)
オンコルスタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
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農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県(※注）鳥取県(※注）鳥取県(※注）鳥取県(※注） 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

カスラブスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
カスラブスタークルフロアブル ジノテフラン ●（地上液剤少量散布装置） ●（ブームスプレイヤー）
カスラブバリダスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
コラトップスタークル1キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
サジェスト微粒剤F ジノテフラン
ジノテフラン1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフランL粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン液剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水和剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン粉剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫）
スタークル1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫) ●(本田/ヘリ　殺虫)
スタークルエアー50 ジノテフラン ●(ヘリ　殺虫)
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●(本田　殺虫) ●(本田/休耕田　殺虫)
スタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫) ●(本田/休耕田　殺虫)
スタークルL粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

スタークル液剤１０ ジノテフラン ●(本田/ヘリ　殺虫)
●(本田/ブームスプレイヤー/
休耕田/ヘリ　殺虫)

スタークル豆つぶ ジノテフラン ●(本田　殺虫) ●(本田　殺虫)
スタークルメイト1キロH粒剤 ジノテフラン ●(本田　殺虫) ●(本田/ヘリ　殺虫)
スタークルメイトエアー50 ジノテフラン ●(ヘリ　殺虫)
スタークルメイトL粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）

スタークルメイト液剤10 ジノテフラン ●ヘリ
●(本田/ブームスプレイヤー/
休耕田/ヘリ　殺虫)

スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫)
側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ダブルカットスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ダブルカットスタークルフロアブル ジノテフラン ●（ブームスプレイヤー）
デラウススタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
トップジンスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
トップジンスタークルフロアブル ジノテフラン
トレボンスターフロアブル ジノテフラン ●(本田　殺虫)
トレボンスター粉剤DL ジノテフラン ●(本田　殺虫)
バリダスタークル粉剤ＤＬ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺菌・殺虫)
ビームアプロードスタークル粉剤５ＤＬ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺菌・殺虫)

ビームエイトスタークルゾル ジノテフラン ●(地上液剤少量散布装置/ヘリ)
●(本田/ブームスプレイヤー/ヘ
リ

ビームスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺菌・殺虫)
ビームスタークル微粒剤F ジノテフラン ●（本田　殺菌）
ビームバシスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンカットスタークルF粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(本田　殺菌・殺虫)
ビームモンセレンスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ビルダースタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットスタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●(育苗箱　殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットフェルテラスタークル粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラスタークルL粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱/本田　殺菌・殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットフェルテラ粒剤 ジノテフラン
ホクコーDr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
明治Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）

ラブサイドスタークルフロアブル ジノテフラン ●(地上液剤少量散布装置/ヘリ)
●（ブームスプレイヤー/ヘリ
殺菌・殺虫）

ラブサイドスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ウィンバリアード箱粒剤 チアクロプリド
バリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺虫)
ブイゲットバリアード粒剤 チアクロプリド ●(育苗箱　殺虫)

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
チアクロプリド
フィプロニル

●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

ルーチンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
アクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺虫）
アクタラフロアブル チアメトキサム ●（本田　殺虫）

アミスターアクタラSC チアメトキサム ●ヘリ ●(本田/ヘリ　殺菌・殺虫)
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
デジタルメガフレア箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌） ●（育苗箱　殺虫） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ベストガード粉剤DL ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫)
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫)
ベストガード粒剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●(本田　殺虫)
BASFプリンス粒剤 フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
Dr.オリゼプリンス粒剤10H フィプロニル ●（育苗箱　殺菌）
Dr.オリゼプリンス粒剤6 フィプロニル
Dr.オリゼプリンスエース粒剤 フィプロニル
アプライプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
アプライプリンス粒剤6 フィプロニル
アミスタープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
嵐プリンスチェス箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
嵐プリンス箱粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
嵐プリンス箱粒剤6 フィプロニル
オリゼメートプリンス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ギャング粒剤 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤06 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤10 フィプロニル
デラウスプリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル
日農フジワンプリンス粒剤 フィプロニル
ビームプリンスグレータム箱粒剤 フィプロニル
ビームプリンス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ピカピカ粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ビルダープリンスチェス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ビルダープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ビルダープリンスグレータム粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
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農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県(※注）鳥取県(※注）鳥取県(※注）鳥取県(※注） 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

ファーストオリゼプリンス箱粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤06 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌） ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットプリンス粒剤10 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ブイゲットプリンス粒剤6 フィプロニル
ブイゲットプリンスリンバーL粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
フジワンプリンス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
プリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫） ●(本田　殺虫) ●(育苗箱　殺虫)
プリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル
ローヌ・プーランフジワンプリンス粒剤 フィプロニル

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
フィプロニル

チアクロプリド
●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺菌・殺虫)

（※注）一部商品名を限定していないものあり。例）アドマイヤー、アクタラ等の殺虫成分を含む粒剤。
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水稲 （四国地方）水稲 （四国地方）水稲 （四国地方）水稲 （四国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 高知県(※注）高知県(※注）高知県(※注）高知県(※注）

Dr.オリゼアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー１粒剤 イミダプロクリド ●(本田　殺虫) ●（本田　殺虫）
アドマイヤーCR箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー粉剤DL イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アドマイヤー水和剤 イミダプロクリド ●(本田　殺虫) ●(直まき栽培播種前/本田　殺虫)
アドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺虫) ●(育苗箱　殺虫) ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺虫) ●（育苗箱　殺虫）
アミスターアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ウィンドアドマイヤーグレータム箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫）
ウィンドアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫）
ウィンドアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド
キラップAD粒剤 イミダプロクリド
キラップ粉剤DL イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
コープガードW8(複合肥料） イミダプロクリド
コープガードW12(複合肥料） イミダプロクリド
側条オリゼメートアドマイヤー顆粒水和剤イミダプロクリド
ビームアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド
ビームアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ビルダーアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺虫）
ブイゲットアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットアドマイヤーリンバー粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
フルサポート箱粒剤 イミダプロクリド ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドスピノGT箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドスピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ルーチンクアトロ箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチントレス箱粒剤 イミダプロクリド

嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤
イミダプロクリド
フィプロニル

●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺虫）

ビルダープリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド
フィプロニル

●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットプリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド
フィプロニル

Dr.オリゼダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）
嵐ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ウィンダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）
ウィンドダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）
コラトップスダントツ1キロ粒剤 クロチアニジン
スタウトダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
スタウトダントツ箱粒剤08 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）
スタウトダントツディアナ箱粒 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ダントツオリゼメート１０箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ダントツ１キロ粒剤 クロチアニジン ●（休耕田　殺虫）
ダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（休耕田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●(本田　殺虫) ●(育苗箱　殺虫) ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●(育苗箱　殺虫) ●(育苗箱　殺虫) ●（育苗箱　殺虫）
ダントツフロアブル クロチアニジン ●(本田　殺虫) ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツEXフロアブル クロチアニジン
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ツインターボ箱粒剤08 クロチアニジン
ツインターボフエルテラ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスダントツL箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）
デラウスダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫）
ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ノンブラスダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダジョーカーフロアブル クロチアニジン
箱いり娘粒剤 クロチアニジン
ハスラー粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ブラシンダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ブラシンダントツフロアブル クロチアニジン
ブラシンバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツフロアブル クロチアニジン
ブラストップダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫）
ラブサイドダントツフロアブル クロチアニジン
ワンリード箱粒剤08 クロチアニジン
Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アチーブスタークル粉剤DL ジノテフラン
アプライスタークル粒剤 ジノテフラン
アプロードスタークルゾル ジノテフラン
嵐スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
嵐スタークル粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アルバリン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アルバリン箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺虫) ●(育苗箱　殺虫)
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
イモチエーススタークル1キロ粒剤 ジノテフラン
イモチエーススタークル粒剤 ジノテフラン
オリブライトスタークル１キロ粒剤 ジノテフラン
オンコルスタークル粒剤 ジノテフラン
カスラブスタークル粉剤DL ジノテフラン
カスラブスタークルフロアブル ジノテフラン
カスラブバリダスタークル粉剤DL ジノテフラン
コラトップスタークル1キロ粒剤 ジノテフラン
サジェスト微粒剤F ジノテフラン
ジノテフラン1キロH粒剤 ジノテフラン
ジノテフランL粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン液剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
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農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 高知県(※注）高知県(※注）高知県(※注）高知県(※注）

ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン顆粒水和剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫）
スタークル1キロH粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークルエアー50 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●(本田　殺虫) ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークル粉剤DL ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルL粉剤DL ジノテフラン
スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺虫) ●(育苗箱　殺虫)
スタークル液剤１０ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークル豆つぶ ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルメイト1キロH粒剤 ジノテフラン
スタークルメイトエアー50 ジノテフラン
スタークルメイトL粉剤DL ジノテフラン
スタークルメイト液剤10 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークル粒剤 ジノテフラン ●(本田　殺虫) ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 ジノテフラン
ダブルカットスタークル粉剤DL ジノテフラン
ダブルカットスタークルフロアブル ジノテフラン
デラウススタークル箱粒剤 ジノテフラン
トップジンスタークル粉剤DL ジノテフラン
トップジンスタークルフロアブル ジノテフラン
トレボンスターフロアブル ジノテフラン
トレボンスター粉剤DL ジノテフラン
バリダスタークル粉剤ＤＬ ジノテフラン
ビームアプロードスタークル粉剤５ＤＬ ジノテフラン
ビームエイトスタークルゾル ジノテフラン
ビームスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームスタークル微粒剤F ジノテフラン
ビームバシスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンカットスタークルF粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンセレンスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビルダースタークル箱粒剤 ジノテフラン
ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットスタークル粒剤 ジノテフラン ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットフェルテラスタークル粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラスタークルL粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラ粒剤 ジノテフラン
ホクコーDr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
明治Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ラブサイドスタークルフロアブル ジノテフラン
ラブサイドスタークル粉剤DL ジノテフラン
ウィンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫）
バリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫）
ブイゲットバリアード粒剤 チアクロプリド

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
チアクロプリド
フィプロニル

●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ルーチンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫）
アクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●(育苗箱　殺虫) ●（育苗箱　殺虫）
アクタラフロアブル チアメトキサム

アミスターアクタラSC チアメトキサム ●（本田　殺虫）
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●(育苗箱　殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
デジタルメガフレア箱粒剤 チアメトキサム ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ベストガード粉剤DL ニテンピラム ●（本田　殺虫）
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ベストガード粒剤 ニテンピラム
BASFプリンス粒剤 フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
Dr.オリゼプリンス粒剤10H フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤6 フィプロニル
Dr.オリゼプリンスエース粒剤 フィプロニル
アプライプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
アプライプリンス粒剤6 フィプロニル
アミスタープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐プリンスチェス箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐プリンス箱粒剤10 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
嵐プリンス箱粒剤6 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫）
オリゼメートプリンス粒剤 フィプロニル
ギャング粒剤 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤06 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤10 フィプロニル
デラウスプリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫）
日農フジワンプリンス粒剤 フィプロニル
ビームプリンスグレータム箱粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ビームプリンス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
ピカピカ粒剤 フィプロニル
ビルダープリンスチェス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダープリンス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビルダープリンスグレータム粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ファーストオリゼプリンス箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫）
ファーストオリゼプリンス粒剤06 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットプリンス粒剤10 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットプリンス粒剤6 フィプロニル
ブイゲットプリンスリンバーL粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫)
フジワンプリンス粒剤 フィプロニル
プリンス粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺虫) ●(育苗箱　殺虫) ●（育苗箱　殺虫）
プリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●(育苗箱　殺菌・殺虫) ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ローヌ・プーランフジワンプリンス粒剤 フィプロニル

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
フィプロニル
チアクロプリド

●（育苗箱　殺菌・殺虫）
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（※注）一部商品名を限定していないものあり。例）アドマイヤー、アクタラ等の殺虫成分を含む粒剤。
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水稲 （九州地方）水稲 （九州地方）水稲 （九州地方）水稲 （九州地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 福岡県福岡県福岡県福岡県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 長崎県長崎県長崎県長崎県 熊本県熊本県熊本県熊本県 大分県大分県大分県大分県

Dr.オリゼアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
アドマイヤー１粒剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アドマイヤーCR箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー粉剤DL イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
アドマイヤー水和剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（湛水直播の播種時　殺虫）●（育苗箱　殺虫）
アドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱 殺菌・殺虫）
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド ●（本田　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アミスターアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドアドマイヤーグレータム箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌）
ウィンドアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンドアドマイヤー顆粒水和剤 イミダプロクリド
キラップAD粒剤 イミダプロクリド
キラップ粉剤DL イミダプロクリド ●（本田　殺虫）
コープガードW8(複合肥料） イミダプロクリド
コープガードW12(複合肥料） イミダプロクリド
側条オリゼメートアドマイヤー顆粒水和剤イミダプロクリド
ビームアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌）
ビームアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺虫）
ビルダーアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ブイゲットアドマイヤースピノ箱粒剤 イミダプロクリド
ブイゲットアドマイヤー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌）
ブイゲットアドマイヤーリンバー粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌）
フルサポート箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチンアドスピノGT箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチンアドスピノ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ルーチンアドマイヤー箱粒剤 イミダプロクリド
ルーチンクアトロ箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺虫）
ルーチントレス箱粒剤 イミダプロクリド ●（育苗箱　殺菌・殺虫）

嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ビルダープリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ブイゲットプリンスアドマイヤー粒剤
イミダプロクリド

フィプロニル
Dr.オリゼダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ウィンダントツ箱粒剤 クロチアニジン
ウィンドダントツ箱粒剤 クロチアニジン
コラトップスダントツ1キロ粒剤 クロチアニジン
スタウトダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌）
スタウトダントツ箱粒剤08 クロチアニジン
スタウトダントツディアナ箱粒 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ダントツオリゼメート１０箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ダントツ１キロ粒剤 クロチアニジン
ダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ダントツ粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）

ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●（ブームスプレーヤー） ●（育苗箱/本田　殺虫）
●（育苗箱/休耕田
殺虫）

●（本田　殺虫）

ダントツ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ダントツフロアブル クロチアニジン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）●（本田　殺虫）
ダントツEXフロアブル クロチアニジン ●（ブームスプレーヤー）
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱/本田　殺虫）●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ツインターボ箱粒剤08 クロチアニジン
ツインターボフエルテラ箱粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌）
デラウスダントツL箱粒剤 クロチアニジン
デラウスダントツ箱粒剤 クロチアニジン
ノンブラスダントツＨ粉剤ＤＬ クロチアニジン
ノンブラスダントツフロアブル クロチアニジン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
ノンブラスバリダダントツフロアブル クロチアニジン
ノンブラスバリダジョーカーフロアブル クロチアニジン ●（ヘリ）
箱いり娘粒剤 クロチアニジン ●（育苗箱　殺菌） ●（育苗箱　殺虫）
ハスラー粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツ粉剤DL クロチアニジン
ブラシンダントツH粉剤DL クロチアニジン ●（本田　殺菌・殺虫）
ブラシンダントツフロアブル クロチアニジン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
ブラシンバリダダントツフロアブル クロチアニジン ●（ヘリ）
ブラストップダントツフロアブル クロチアニジン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
ブラストップダントツ粉剤DL クロチアニジン
ラブサイドダントツフロアブル クロチアニジン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
ワンリード箱粒剤08 クロチアニジン
Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺虫）
アチーブスタークル粉剤DL ジノテフラン
アプライスタークル粒剤 ジノテフラン
アプロードスタークルゾル ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田/ヘリ　殺虫）
嵐スタークル箱粒剤 ジノテフラン
嵐スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
アルバリン粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
アルバリン箱粒剤 ジノテフラン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
イモチエーススタークル1キロ粒剤 ジノテフラン
イモチエーススタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
オリブライトスタークル１キロ粒剤 ジノテフラン
オンコルスタークル粒剤 ジノテフラン
カスラブスタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺菌）
カスラブスタークルフロアブル ジノテフラン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
カスラブバリダスタークル粉剤DL ジノテフラン
コラトップスタークル1キロ粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺菌）
サジェスト微粒剤F ジノテフラン
ジノテフラン1キロH粒剤 ジノテフラン
ジノテフランL粉剤DL ジノテフラン
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農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 福岡県福岡県福岡県福岡県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 長崎県長崎県長崎県長崎県 熊本県熊本県熊本県熊本県 大分県大分県大分県大分県

ジノテフラン液剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水和剤 ジノテフラン
ジノテフラン粉剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン粉剤DL ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ジノテフラン箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫）
スタークル1キロH粒剤 ジノテフラン
スタークルエアー50 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫）
スタークル粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルL粉剤DL ジノテフラン
スタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
スタークル液剤１０ ジノテフラン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）●（本田　殺虫）
スタークル豆つぶ ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
スタークルメイト1キロH粒剤 ジノテフラン
スタークルメイトエアー50 ジノテフラン
スタークルメイトL粉剤DL ジノテフラン
スタークルメイト液剤10 ジノテフラン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
スタークル粒剤 ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 ジノテフラン
ダブルカットスタークル粉剤DL ジノテフラン
ダブルカットスタークルフロアブル ジノテフラン ●（ブームスプレーヤー）
デラウススタークル箱粒剤 ジノテフラン
トップジンスタークル粉剤DL ジノテフラン
トップジンスタークルフロアブル ジノテフラン ●（ヘリ）
トレボンスターフロアブル ジノテフラン ●（本田　殺虫） ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
トレボンスター粉剤DL ジノテフラン ●（本田　殺虫）
バリダスタークル粉剤ＤＬ ジノテフラン
ビームアプロードスタークル粉剤５ＤＬ ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームエイトスタークルゾル ジノテフラン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
ビームスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫） ●（本田　殺菌）
ビームスタークル微粒剤F ジノテフラン ●（本田　殺虫）
ビームバシスタークル粉剤５DL ジノテフラン
ビームモンカットスタークルF粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビームモンセレンスタークル粉剤５DL ジノテフラン ●（本田　殺菌・殺虫）
ビルダースタークル箱粒剤 ジノテフラン
ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットスタークル粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラスタークル粒剤 ジノテフラン
ブイゲットフェルテラスタークルL粒剤 ジノテフラン ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ブイゲットフェルテラ粒剤 ジノテフラン
ホクコーDr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
明治Dr.オリゼスタークル箱粒剤 ジノテフラン
ラブサイドスタークルフロアブル ジノテフラン ●（ヘリ/ブームスプレーヤー）
ラブサイドスタークル粉剤DL ジノテフラン
ウィンバリアード箱粒剤 チアクロプリド
バリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫）
ブイゲットバリアード粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺虫）

ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
チアクロプリド
フィプロニル

●（育苗箱　殺菌・殺虫）

ルーチンバリアード箱粒剤 チアクロプリド ●（育苗箱　殺菌）
アクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
アクタラフロアブル チアメトキサム

アミスターアクタラSC チアメトキサム ●（ヘリ）
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 チアメトキサム ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
デジタルメガフレア箱粒剤 チアメトキサム
ベストガード粉剤DL ニテンピラム ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫） ●（本田　殺虫）
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●（本田　殺虫）
ベストガード粒剤 ニテンピラム
BASFプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
Dr.オリゼプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌）
Dr.オリゼプリンス粒剤10H フィプロニル
Dr.オリゼプリンス粒剤6 フィプロニル
Dr.オリゼプリンスエース粒剤 フィプロニル
アプライプリンス粒剤10 フィプロニル
アプライプリンス粒剤6 フィプロニル
アミスタープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺菌）
嵐プリンスチェス箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
嵐プリンス箱粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
嵐プリンス箱粒剤6 フィプロニル
オリゼメートプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ギャング粒剤 フィプロニル
デラウスプリンス粒剤06 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
デラウスプリンス粒剤10 フィプロニル
デラウスプリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
日農フジワンプリンス粒剤 フィプロニル
ビームプリンスグレータム箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ビームプリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌）
ピカピカ粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌） ●（育苗箱　殺菌） ●（育苗箱　殺菌）
ビルダープリンスチェス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
ビルダープリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌） ●（育苗箱　殺菌） ●（育苗箱　殺菌）
ビルダープリンスグレータム粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌）
ファーストオリゼプリンス箱粒剤 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤06 フィプロニル
ファーストオリゼプリンス粒剤10 フィプロニル
ブイゲットプリンス粒剤10 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌）
ブイゲットプリンス粒剤6 フィプロニル
ブイゲットプリンスリンバーL粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺虫）
フジワンプリンス粒剤 フィプロニル
プリンス粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫） ●（育苗箱　殺虫）
プリンスリンバー箱粒剤 フィプロニル ●（育苗箱　殺菌・殺虫）●（育苗箱　殺菌・殺虫）
ローヌ・プーランフジワンプリンス粒剤 フィプロニル

130



ブイゲットプリンスバリアードL粒剤
フィプロニル

チアクロプリド
●（育苗箱　殺菌・殺虫）
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ばれいしょ （北海道・東北地方）ばれいしょ （北海道・東北地方）ばれいしょ （北海道・東北地方）ばれいしょ （北海道・東北地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県 宮城県宮城県宮城県宮城県 秋田県秋田県秋田県秋田県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● 使用なし使用なし使用なし使用なし
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン ●
ダントツフロアブル クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツフロアブル クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
住友化学ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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ばれいしょ （関東地方）ばれいしょ （関東地方）ばれいしょ （関東地方）ばれいしょ （関東地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 栃木県栃木県栃木県栃木県 群馬県群馬県群馬県群馬県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都東京都東京都東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ● ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
ダントツフロアブル クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツフロアブル クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
住友化学ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ● ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ● ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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ばれいしょ （中部地方）ばれいしょ （中部地方）ばれいしょ （中部地方）ばれいしょ （中部地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 石川県石川県石川県石川県 山梨県山梨県山梨県山梨県 静岡県静岡県静岡県静岡県 愛知県愛知県愛知県愛知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
ダントツフロアブル クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツフロアブル クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
住友化学ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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ばれいしょ （関西地方）ばれいしょ （関西地方）ばれいしょ （関西地方）ばれいしょ （関西地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 三重県三重県三重県三重県
滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県
（※注）（※注）（※注）（※注）

大阪府大阪府大阪府大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 奈良県奈良県奈良県奈良県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
ダントツフロアブル クロチアニジン ●
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツフロアブル クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
住友化学ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ粒剤５ チアメトキサム
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム

※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。

掲載なし
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ばれいしょ （中国地方）ばれいしょ （中国地方）ばれいしょ （中国地方）ばれいしょ （中国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
ダントツフロアブル クロチアニジン ● ●
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ● ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツフロアブル クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
住友化学ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ● ● ● ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ● ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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ばれいしょ （四国地方）ばれいしょ （四国地方）ばれいしょ （四国地方）ばれいしょ （四国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 高知県高知県高知県高知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
ダントツフロアブル クロチアニジン ●
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツフロアブル クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
住友化学ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ● ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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ばれいしょ （九州地方）ばれいしょ （九州地方）ばれいしょ （九州地方）ばれいしょ （九州地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 福岡県福岡県福岡県福岡県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 長崎県長崎県長崎県長崎県 熊本県熊本県熊本県熊本県 大分県大分県大分県大分県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド 使用なし使用なし使用なし使用なし 使用なし使用なし使用なし使用なし ●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
ダントツフロアブル クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツフロアブル クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
住友化学ダントツＥＸフロアブル クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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だいこん （北海道・東北地方）だいこん （北海道・東北地方）だいこん （北海道・東北地方）だいこん （北海道・東北地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県 宮城県宮城県宮城県宮城県 秋田県秋田県秋田県秋田県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ● ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●
スターガード粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ粒剤５ チアメトキサム
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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だいこん （関東地方）だいこん （関東地方）だいこん （関東地方）だいこん （関東地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 栃木県栃木県栃木県栃木県 群馬県群馬県群馬県群馬県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都東京都東京都東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ● ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ● ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ● ● ● ● ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
スターガード粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ● ● ● ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ● ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ● ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム

140



だいこん （中部地方）だいこん （中部地方）だいこん （中部地方）だいこん （中部地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 石川県石川県石川県石川県 山梨県山梨県山梨県山梨県 静岡県静岡県静岡県静岡県 愛知県愛知県愛知県愛知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ● ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
スターガード粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ粒剤５ チアメトキサム
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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だいこん （関西地方）だいこん （関西地方）だいこん （関西地方）だいこん （関西地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 三重県三重県三重県三重県
滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県
（※注）（※注）（※注）（※注）

大阪府大阪府大阪府大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 奈良県奈良県奈良県奈良県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ● ● ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●
スターガード粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ● ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ粒剤５ チアメトキサム
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム

※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。
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だいこん （中国地方）だいこん （中国地方）だいこん （中国地方）だいこん （中国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ● ● ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ● ●
スターガード粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ● ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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だいこん （四国地方）だいこん （四国地方）だいこん （四国地方）だいこん （四国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 高知県高知県高知県高知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ● ● ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●
スターガード粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ● ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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だいこん （九州地方）だいこん （九州地方）だいこん （九州地方）だいこん （九州地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 福岡県福岡県福岡県福岡県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 長崎県長崎県長崎県長崎県 熊本県熊本県熊本県熊本県 大分県大分県大分県大分県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド 使用なし使用なし使用なし使用なし
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ● ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●
スターガード粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ●
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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りんご （北海道・東北地方）りんご （北海道・東北地方）りんご （北海道・東北地方）りんご （北海道・東北地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県 宮城県宮城県宮城県宮城県 秋田県秋田県秋田県秋田県

モスピラン水溶剤 アセタミプリド ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●●●●
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ●●●●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●●●●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●●●● ●●●● ●●●●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●●●● ●●●●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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りんご （関東地方）りんご （関東地方）りんご （関東地方）りんご （関東地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 栃木県栃木県栃木県栃木県 群馬県群馬県群馬県群馬県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都東京都東京都東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

モスピラン水溶剤 アセタミプリド ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●●●● ●●●● ●●●●
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ●●●● ●●●●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●●●● ●●●● ●●●●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン ●●●●
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン ●●●●
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●●●● ●●●●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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りんご (中部地方)りんご (中部地方)りんご (中部地方)りんご (中部地方)

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 石川県石川県石川県石川県 山梨県山梨県山梨県山梨県 静岡県静岡県静岡県静岡県 愛知県愛知県愛知県愛知県

モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● 掲載なし 掲載なし
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ● ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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りんご  （関西地方）りんご  （関西地方）りんご  （関西地方）りんご  （関西地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 三重県三重県三重県三重県 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 大阪府大阪府大阪府大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 奈良県奈良県奈良県奈良県

モスピラン水溶剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン 掲載なし 掲載なし 掲載なし 掲載なし
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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りんご （中国地方）りんご （中国地方）りんご （中国地方）りんご （中国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン 掲載なし
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ● ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ● ●
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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りんご （四国地方）りんご （四国地方）りんご （四国地方）りんご （四国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 高知県高知県高知県高知県

モスピラン水溶剤 アセタミプリド
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン 掲載なし 掲載なし 掲載なし 掲載なし
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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りんご （九州地方）りんご （九州地方）りんご （九州地方）りんご （九州地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 福岡県福岡県福岡県福岡県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 長崎県長崎県長崎県長崎県 熊本県熊本県熊本県熊本県 大分県大分県大分県大分県

モスピラン水溶剤 アセタミプリド 使用なし使用なし使用なし使用なし
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン 掲載なし 掲載なし 掲載なし 掲載なし
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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みかん （北海道・東北地方）みかん （北海道・東北地方）みかん （北海道・東北地方）みかん （北海道・東北地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県 宮城県宮城県宮城県宮城県 秋田県秋田県秋田県秋田県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピランジェット アセタミプリド
モスピランスプレー アセタミプリド
モスピラン液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド
モスピラン粒剤 アセタミプリド
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
新富士モスピランジェット アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド 掲載なし 掲載なし 掲載なし 掲載なし
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ粒剤 クロチアニジン
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム
アクタラ粒剤５ チアメトキサム
カダンスプレーＥＸ チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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みかん （関東地方）みかん （関東地方）みかん （関東地方）みかん （関東地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 栃木県栃木県栃木県栃木県 群馬県群馬県群馬県群馬県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都東京都東京都東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピランジェット アセタミプリド ●
モスピランスプレー アセタミプリド
モスピラン液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
新富士モスピランジェット アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン 掲載なし 掲載なし 掲載なし
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン ●
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ●
カダンスプレーＥＸ チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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みかん （中部地方）みかん （中部地方）みかん （中部地方）みかん （中部地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 石川県石川県石川県石川県 山梨県山梨県山梨県山梨県 静岡県静岡県静岡県静岡県 愛知県愛知県愛知県愛知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピランジェット アセタミプリド
モスピランスプレー アセタミプリド
モスピラン液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
新富士モスピランジェット アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン 掲載なし 掲載なし
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ●
カダンスプレーＥＸ チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム

155



みかん （関西地方）みかん （関西地方）みかん （関西地方）みかん （関西地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 三重県三重県三重県三重県 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 大阪府大阪府大阪府大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 奈良県奈良県奈良県奈良県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ●
モスピランジェット アセタミプリド
モスピランスプレー アセタミプリド
モスピラン液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ●
新富士モスピランジェット アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● 掲載なし 掲載なし
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ●
カダンスプレーＥＸ チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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みかん （中国地方）みかん （中国地方）みかん （中国地方）みかん （中国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピランジェット アセタミプリド ● ●
モスピランスプレー アセタミプリド
モスピラン液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ●
新富士モスピランジェット アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン 掲載なし
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ●
カダンスプレーＥＸ チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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みかん （四国地方）みかん （四国地方）みかん （四国地方）みかん （四国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 高知県高知県高知県高知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピランジェット アセタミプリド ●
モスピランスプレー アセタミプリド
モスピラン液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
新富士モスピランジェット アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ● ●
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ● ●
カダンスプレーＥＸ チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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みかん（九州地方）みかん（九州地方）みかん（九州地方）みかん（九州地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 福岡県福岡県福岡県福岡県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 長崎県長崎県長崎県長崎県 熊本県熊本県熊本県熊本県 大分県大分県大分県大分県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ● ● ● ●
モスピランジェット アセタミプリド ●
モスピランスプレー アセタミプリド
モスピラン液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン粒剤 アセタミプリド
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●
新富士モスピランジェット アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン粒剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド ● ● ● ●
アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド ● ● ● ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●
クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ● ● ●
ダントツ粒剤 クロチアニジン ● ●
ベニカベジフルスプレー クロチアニジン
ベニカ液剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ粒剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ粒剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● ● ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ● ● ●
アクタラ粒剤５ チアメトキサム ● ● ●
カダンスプレーＥＸ チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ● ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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茶 （北海道・東北地方）茶 （北海道・東北地方）茶 （北海道・東北地方）茶 （北海道・東北地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県 宮城県宮城県宮城県宮城県 秋田県秋田県秋田県秋田県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ワークワイド顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン 掲載なし 掲載なし 掲載なし 掲載なし
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
キラップバリアードフロアブル チアクロプリド
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
ホクコーキラップバリアードフロアブル チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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茶 （関東地方）茶 （関東地方）茶 （関東地方）茶 （関東地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 栃木県栃木県栃木県栃木県 群馬県群馬県群馬県群馬県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都東京都東京都東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ●●●● ●●●●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ●●●● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●●●●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●●●●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●●●● ●●●● ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ワークワイド顆粒水和剤 イミダクロプリド ●●●●
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン ●●●●
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●●●● ●●●● ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン 掲載なし
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●●●●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●●●● ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●●●● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
キラップバリアードフロアブル チアクロプリド
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●●●● ●●●●
ホクコーキラップバリアードフロアブル チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●●●● ●●●●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●●●● ●●●● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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茶 （中部地方）茶 （中部地方）茶 （中部地方）茶 （中部地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 石川県石川県石川県石川県 山梨県山梨県山梨県山梨県 静岡県静岡県静岡県静岡県 愛知県愛知県愛知県愛知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ワークワイド顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン 掲載なし
アルバリン粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
キラップバリアードフロアブル チアクロプリド
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
ホクコーキラップバリアードフロアブル チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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茶 （関西地方）茶 （関西地方）茶 （関西地方）茶 （関西地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 三重県三重県三重県三重県
滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県
（※注）（※注）（※注）（※注）

大阪府大阪府大阪府大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 奈良県奈良県奈良県奈良県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ●●●●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●●●●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●●●●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ●●●●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ワークワイド顆粒水和剤 イミダクロプリド ●
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン ●
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ●●●● ●●●●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン ● 掲載なし
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
キラップバリアードフロアブル チアクロプリド ●
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
ホクコーキラップバリアードフロアブル チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ●●●●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●●●●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム

※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。※薬剤名が記されていない（「薬剤で防除する」のみ）。
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茶 （中国地方）茶 （中国地方）茶 （中国地方）茶 （中国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 島根県島根県島根県島根県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ワークワイド顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン 掲載なし 掲載なし 掲載なし
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン ●
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
キラップバリアードフロアブル チアクロプリド
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
ホクコーキラップバリアードフロアブル チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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茶 （四国地方）茶 （四国地方）茶 （四国地方）茶 （四国地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 高知県高知県高知県高知県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド ● ●
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ワークワイド顆粒水和剤 イミダクロプリド
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● 掲載なし ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン ●
スタークル粒剤 ジノテフラン
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
キラップバリアードフロアブル チアクロプリド
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ●
ホクコーキラップバリアードフロアブル チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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茶 （九州地方）茶 （九州地方）茶 （九州地方）茶 （九州地方）

農薬名農薬名農薬名農薬名 原体名原体名原体名原体名 福岡県福岡県福岡県福岡県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 長崎県長崎県長崎県長崎県 熊本県熊本県熊本県熊本県 大分県大分県大分県大分県

モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド ● ●
モスピラン水溶剤 アセタミプリド ● ● ●
モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド
日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド
日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド ● ● ● ● ●
アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
クミアイアドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
クミアイアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクコーオルトランアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ホクサンアドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド
ワークワイド顆粒水和剤 イミダクロプリド ● ● ●
ダントツＦＴ水溶剤 クロチアニジン
ダントツ水溶剤 クロチアニジン ● ● ● ● ●
ベニカ水溶剤 クロチアニジン
協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン
アルバリン粒剤 ジノテフラン ●
アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● ● ● ●
ジノテフラン粒剤 ジノテフラン
ジノテフラン水溶剤 ジノテフラン
ジノテフラン顆粒水溶剤 ジノテフラン
スタークル粒剤 ジノテフラン ●
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン ● ● ● ● ●
ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン
ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン
キラップバリアードフロアブル チアクロプリド ●
バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド ● ● ● ●
ホクコーキラップバリアードフロアブル チアクロプリド
三共バリアード顆粒水和剤 チアクロプリド
アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム ● ● ● ●
リーズン顆粒水和剤 チアメトキサム ● ●
ベストガード水溶剤 ニテンピラム ● ● ● ●
協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム
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【【【【参考参考参考参考】都道府県別「】都道府県別「】都道府県別「】都道府県別「地域地域地域地域慣行レベル」農薬使用回数慣行レベル」農薬使用回数慣行レベル」農薬使用回数慣行レベル」農薬使用回数    

農林水産省では、化学肥料や農薬の使用を削減した作物を「特別栽培農産物」と定義しています。農林水産省「特別栽

培農産物に係る表示ガイドライン」によれば、生産過程における節減対象農薬（ネオニコチノイド系農薬、フィプロニルは

すべて節減対象に含まれます）の使用回数と化学肥料の窒素成分量を、「地域慣行レベル」（各地域の慣行的に行われ

ている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況）の 50％以下に抑えたものが、特別栽培農産物の表示を許可されてい

ます。 

 

この制度に伴い、各都道府県では主な農産物について、その地域で標準的な「地域慣行レベル」の農薬使用回数およ

び化学肥料の窒素成分量を公開しています。ここでは、防除基準で取り上げた 6 種の作物について、慣行レベルとされ

る農薬使用回数を抽出してリスト化しました。 

出典：都道府県 HP に記載された農薬使用回数の慣行レベル（2013 年 2 月 25 日時点） 
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水稲水稲水稲水稲

都道府県都道府県都道府県都道府県 注釈注釈注釈注釈

浜通り・
中通り平坦

会津
平坦

山間・
山沿い

浜通り・
中通り平坦

会津
平坦

山間・
山沿い

浜通り・
中通り平

坦

会津
平坦

17 16 17 16 15 16 16 15

海部地域
名古屋
地域

尾張
地域

知多
地域

新城設楽
地域

豊田加茂
地域

稚苗移植栽培
（14～15）

直播栽培（13）
14

14～15（地域、
品種による）

15 18 14

〔都道府県別「地域慣行レベル」農薬使用回数〕〔都道府県別「地域慣行レベル」農薬使用回数〕〔都道府県別「地域慣行レベル」農薬使用回数〕〔都道府県別「地域慣行レベル」農薬使用回数〕

青森県青森県青森県青森県 17

岩手県岩手県岩手県岩手県 16（16）
（）無は岩手県が策定した慣
行レベル、（）書きは岩手県が
確認した慣行レベル

回数回数回数回数

北海道北海道北海道北海道

うるち（移植） うるち（直播） もち（移植） ()書きは化学合成農薬不使用
の種子・苗等の入手が困難な
場合の、種子・苗等 に係る化
学合成農薬の成分使用回数
を除いた成分使用回数

22(18) 22(18) 21(17)

山形県山形県山形県山形県 20

福島福島福島福島

移植栽培 湛水直播栽培 乾田直播栽培

宮城県宮城県宮城県宮城県 17

秋田県秋田県秋田県秋田県 20

茨城県茨城県茨城県茨城県 17

栃木県栃木県栃木県栃木県
早植栽培 普通植栽培

16 14

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県
早期栽培 早植栽培 普通栽培

14 12 13

群馬県群馬県群馬県群馬県
早期 早植 普通
12 12 12

東京都東京都東京都東京都

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 14

千葉県千葉県千葉県千葉県
普通 乾田直播
14 16

富山県富山県富山県富山県 18

石川県石川県石川県石川県 22

新潟新潟新潟新潟
新発田地域、五泉地域(一般）、柏崎地 村上地域、五泉地域（早生品種）、 北魚沼地域、南

17 18 19

山梨県山梨県山梨県山梨県
平坦地 中間・高冷地

14 18

福井県福井県福井県福井県
移植 直播
20 22

静岡県静岡県静岡県静岡県
一般品種 コシヒカリ平坦地 コシヒカリ高冷

17 15 20

長野県長野県長野県長野県 12

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 24

愛知県愛知県愛知県愛知県

三重県三重県三重県三重県
全域（伊賀地域除く） 伊賀地域

16 18

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 7
環境こだわり農産物の基準
（慣行レベルではない）

京都府京都府京都府京都府
育苗期間 本ぽ 直播栽培

18 13 20

大阪府大阪府大阪府大阪府 14

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 20
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大分県大分県大分県大分県

熊本県熊本県熊本県熊本県

奈良県奈良県奈良県奈良県 14

20
早期、早植え 普通期

17

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県
早期

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

早期 普通期
鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

18 22

早期 普通期
20 20

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

19

普通期
18 23

早期(4月～9月) 普通期（5月～10月）
22 24

長崎長崎長崎長崎

福岡県福岡県福岡県福岡県

早期苗 普通期苗
18 20

高知県高知県高知県高知県

16

早期 普通期
12 16

20

20

広島県広島県広島県広島県
（）は、節減対象農薬不使用
の種子、苗等の入手が困難な
場合

早生品種、中生・晩生品種移植 中生・晩生品種直播
18 20

岡山県岡山県岡山県岡山県

21（19）

早生種 中晩生種
20 22

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

22

島根県島根県島根県島根県

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 13

香川県香川県香川県香川県

徳島県徳島県徳島県徳島県

山口県山口県山口県山口県 23

16

169



ばれいしょばれいしょばれいしょばれいしょ

都道府県都道府県都道府県都道府県 注釈注釈注釈注釈

長岡地域

新発田地域、五
泉地域、十日町

地域、柏崎地域、
上越地域

三条地域
新潟地域、村上

地域

9 10 11 12

ベタがけ・７月どり 露地・普通栽培

8(6)
北海道北海道北海道北海道

21(18)

12

7

10

宮城県宮城県宮城県宮城県

岩手県岩手県岩手県岩手県

青森県青森県青森県青森県

福島県福島県福島県福島県

山形県山形県山形県山形県

秋田県秋田県秋田県秋田県

15

6

栃木県栃木県栃木県栃木県

マルチ 普通
9 13

茨城県茨城県茨城県茨城県

千葉県千葉県千葉県千葉県

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

4 10

2

14

3月植 5月植
群馬県群馬県群馬県群馬県

富山県富山県富山県富山県

新潟県新潟県新潟県新潟県

16

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

春作 秋作
4 5

東京都東京都東京都東京都

10

山梨県山梨県山梨県山梨県

福井県福井県福井県福井県 14

6

9

石川県石川県石川県石川県

早掘り（トンネル栽培 ４～５月収穫） 春作普通栽培（５～８月収穫）
静岡県静岡県静岡県静岡県

8

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 6

長野県長野県長野県長野県

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県
環境こだわり農産物の基準
（慣行レベルではない）

2

0

7

三重県三重県三重県三重県

12

愛知県愛知県愛知県愛知県 6

14

奈良県奈良県奈良県奈良県

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県
神戸市他（6）、多可郡多可町（8）、三木市、加西市（8）、但馬地域（12）、

篠山市（７）、丹波市（6）

5

大阪府大阪府大阪府大阪府

京都府京都府京都府京都府

島根県島根県島根県島根県

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

11

11

春植え 秋植え

12（10） 11（9）
広島県広島県広島県広島県

（）は、節減対象農薬不使用
の種子、苗等の入手が困難
な場合

岡山県岡山県岡山県岡山県 10

香川県香川県香川県香川県

徳島県徳島県徳島県徳島県

山口県山口県山口県山口県 12

6

6

()書きは化学合成農薬不使用
の種子・苗等の入手が困難な
場合の、種子・苗等 に係る化
学合成農薬の成分使用回数
を除いた成分使用回数

回数回数回数回数
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早堀りﾏﾙチ（11月
～4月）

春作ﾏﾙチ（2月～
7月）

秋作（8月～12月）

14 18 13
春作（ﾏﾙチ）（2月

～6月）
夏作3月～9月） 秋作（9月～12月）

10 14 8

10
佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

福岡県福岡県福岡県福岡県

高知県高知県高知県高知県

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 10

8

10

12

10

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

10 8
春作 秋作

大分県大分県大分県大分県

熊本県熊本県熊本県熊本県

長崎県長崎県長崎県長崎県

冬作、春作 秋作
8
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だいこんだいこんだいこんだいこん

都道府県都道府県都道府県都道府県 注釈
ハウス・トンネル 露地・春まき 露地・夏まき

14(12) 12(10) 15(13)

春どり 夏どり 秋冬どり
5 6 8

春まき 夏まき 秋まき
10 12 10

春どり 初夏どり 秋どり 冬どり
10 14 14 12

秋まき年内どり
マルチ栽培

秋まき
年内どり栽培

秋まき冬どり
栽培

秋まき春どり
栽培

10 17 19 20

村上地域
燕地域、長岡地
域、上越地域

新発田地域、
新潟地域、三
条地域、柏崎

地域

十日町地域

11 12 13 14

路地春夏 路地秋冬 施設冬春
6 7 4

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

冬春播
(11月～５月)

夏播
(６月～７月)

秋播
(８月～10月)

5（4） 18（17） 12（11）

島根県島根県島根県島根県 10

岡山県岡山県岡山県岡山県
（）は、化学合成農薬不使用の種
子の入手が困難な場合の種苗
メーカー種子消毒を除いた回数

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 11

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 17

冬～春まき（12）
夏～秋まき（14）

大阪府大阪府大阪府大阪府 9

神戸市他（7）、三木市（10）、たつの市（14、26）、但馬地域（22）、
篠山（10）、丹波市（6）

奈良県奈良県奈良県奈良県 10

三重県三重県三重県三重県 16

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県
環境こだわり農産物の基準（慣
行レベルではない）

京都府京都府京都府京都府
育苗期間 尾張地域

2

愛知県愛知県愛知県愛知県
東三河地域 尾張地域

10 秋冬（14）

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 14

静岡県静岡県静岡県静岡県
秋まき年内どり 秋まき年明どり

10 14

山梨県山梨県山梨県山梨県 2

長野県長野県長野県長野県 11

福井県福井県福井県福井県
春まき 秋まき

10 16

石川県石川県石川県石川県
春まき 夏まき・秋まき

10 19

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

新潟県新潟県新潟県新潟県

富山県富山県富山県富山県
春播き 夏秋播き

19 21

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

千葉県千葉県千葉県千葉県

東京都東京都東京都東京都 8

栃木県栃木県栃木県栃木県

群馬県群馬県群馬県群馬県
春夏まき 秋まき

14 7

茨城県茨城県茨城県茨城県
春どり 秋冬どり

10 14

福島県福島県福島県福島県
夏どり 秋冬どり

11 7

秋田県秋田県秋田県秋田県 10

山形県山形県山形県山形県
路地栽培 ハウス冬どり栽培

6 8

岩手県岩手県岩手県岩手県 8（-）
（）無は岩手県が策定した慣行レ
ベル、（）書きは岩手県が確認し
た慣行レベル

宮城県宮城県宮城県宮城県 10

回数

北海道北海道北海道北海道

()書きは化学合成農薬不使用の
種子・苗等の入手が困難な場合
の、種子・苗等 に係る化学合成
農薬の成分使用回数を除いた成
分使用回数

青森県青森県青森県青森県
３～４月播き栽培 ５～８月播き栽培

8 12
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春播き 夏播き 秋播き
8 13 11

平坦地秋まき（8
月～12月）

平坦地秋まき
（11月～4月）

高原（3月～
12月）

12 10 18

冬どり

山口県山口県山口県山口県
1412

夏だいこんだいこん

広島県広島県広島県広島県

高知県高知県高知県高知県

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

冬どり 春どり
13 10

香川県香川県香川県香川県

熊本県熊本県熊本県熊本県

長崎県長崎県長崎県長崎県

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

8 4
夏秋 冬春

全作型 晩夏まき
鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

8 10

10

6沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

大分県大分県大分県大分県

福岡県福岡県福岡県福岡県

春どり
13 10

徳島県徳島県徳島県徳島県

15

8

7

8

12
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りんごりんごりんごりんご

都道府県都道府県都道府県都道府県 注釈注釈注釈注釈

わい性樹(ふじ) わい性樹(ふじ以外) 普通樹(ふじ) 普通樹(ふじ以外)
43 41 43 41

青森県青森県青森県青森県

北海道北海道北海道北海道

秋田県秋田県秋田県秋田県

宮城県宮城県宮城県宮城県

岩手県岩手県岩手県岩手県

()書きは化学合成農薬不使用の
種子・苗等の入手が困難な場合
の、種子・苗等 に係る化学合成
農薬の成分使用回数を除いた
成分使用回数

39

36

中生種

31（-）

晩生種

31（-）

茨城県茨城県茨城県茨城県

福島県福島県福島県福島県

山形県山形県山形県山形県

42

42

38

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

群馬県群馬県群馬県群馬県

栃木県栃木県栃木県栃木県 48

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

東京都東京都東京都東京都

千葉県千葉県千葉県千葉県

福井県福井県福井県福井県 36

石川県石川県石川県石川県

富山県富山県富山県富山県

新潟県新潟県新潟県新潟県

48

44

30 25

長野県長野県長野県長野県

44

ふじ つがる
山梨県山梨県山梨県山梨県

愛知県愛知県愛知県愛知県

静岡県静岡県静岡県静岡県 28

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

早生種 中・晩生種

下伊奈（34）、諏訪・上伊奈（32）、佐
久・上小・中信（30）、長野・北信（31）

下伊奈（37）、諏訪・上伊奈（35）、佐
久・上小・中信（34）、長野・北信（35）

京都府京都府京都府京都府

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県

三重県三重県三重県三重県

奈良県奈良県奈良県奈良県 42

40

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

大阪府大阪府大阪府大阪府

島根県島根県島根県島根県 32

42

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

徳島県徳島県徳島県徳島県

山口県山口県山口県山口県 37

広島県広島県広島県広島県

岡山県岡山県岡山県岡山県

香川県香川県香川県香川県

回数回数回数回数

36
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沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

熊本県熊本県熊本県熊本県

大分県大分県大分県大分県

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

長崎県長崎県長崎県長崎県

高知県高知県高知県高知県

福岡県福岡県福岡県福岡県 25

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県
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みかんみかんみかんみかん

都道府県都道府県都道府県都道府県

極早生温州 早生温州 普通温州
14 15 17

全域（東紀州除く） 東紀州
28 32

赤穂市
洲本市、
淡路市

22 23

露地 施設
18 23

極早生、早生、普通、
早生完熟

ハウス

20 13
極早生、早生、普通、

早生完熟
ハウス

20 13

北海道北海道北海道北海道

栃木県栃木県栃木県栃木県

茨城県茨城県茨城県茨城県

福島県福島県福島県福島県

山形県山形県山形県山形県

秋田県秋田県秋田県秋田県

宮城県宮城県宮城県宮城県

岩手県岩手県岩手県岩手県

青森県青森県青森県青森県

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

群馬県群馬県群馬県群馬県

26

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 18

東京都東京都東京都東京都

千葉県千葉県千葉県千葉県

石川県石川県石川県石川県

富山県富山県富山県富山県

新潟県新潟県新潟県新潟県

山梨県山梨県山梨県山梨県

福井県福井県福井県福井県 14

15

静岡県静岡県静岡県静岡県

18

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

長野県長野県長野県長野県

京都府京都府京都府京都府

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県

三重県三重県三重県三重県

愛知県愛知県愛知県愛知県

奈良県奈良県奈良県奈良県

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

大阪府大阪府大阪府大阪府 20

16

岡山県岡山県岡山県岡山県

島根県島根県島根県島根県

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

19

13

山口県山口県山口県山口県

広島県広島県広島県広島県 20

23

18

回数回数回数回数

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

香川県香川県香川県香川県

徳島県徳島県徳島県徳島県

176



露地 ハウス
34 31

露地 ハウス
16 14

露地 ハウス

24 20

極早生、早生、普通 ハウス
18 20
早生 極早生
26 24
露地 施設
24 23

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 27

長崎県長崎県長崎県長崎県

熊本県熊本県熊本県熊本県 22

大分県大分県大分県大分県

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

高知県高知県高知県高知県

福岡県福岡県福岡県福岡県 21

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県
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茶茶茶茶

都道府県都道府県都道府県都道府県 注釈注釈注釈注釈

西濃地域 中濃・東濃地域
17 15

ＪＡ京都
やましろ管内

ＪＡ京都
にのくに管内

煎茶、かぶせ茶
（21）

20

山形県山形県山形県山形県

青森県青森県青森県青森県

北海道北海道北海道北海道

秋田県秋田県秋田県秋田県

宮城県宮城県宮城県宮城県

岩手県岩手県岩手県岩手県

群馬県群馬県群馬県群馬県

栃木県栃木県栃木県栃木県

茨城県茨城県茨城県茨城県

福島県福島県福島県福島県

新潟県新潟県新潟県新潟県

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

東京都東京都東京都東京都

千葉県千葉県千葉県千葉県

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

福井県福井県福井県福井県

石川県石川県石川県石川県

20

14

富山県富山県富山県富山県

静岡県静岡県静岡県静岡県

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

長野県長野県長野県長野県 8

12

山梨県山梨県山梨県山梨県

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県
環境こだわり農産物の基準
（慣行レベルではない）

8

三重県三重県三重県三重県

愛知県愛知県愛知県愛知県 7

20

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 9

15

大阪府大阪府大阪府大阪府

京都府京都府京都府京都府

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 15

17

12

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

奈良県奈良県奈良県奈良県

広島県広島県広島県広島県 14

16

10

岡山県岡山県岡山県岡山県

島根県島根県島根県島根県

香川県香川県香川県香川県 10

14

14

徳島県徳島県徳島県徳島県

山口県山口県山口県山口県

福岡県福岡県福岡県福岡県 8

高知県高知県高知県高知県

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

回数回数回数回数

2

12

12

12

12

12

9

13
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沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

大分県大分県大分県大分県

熊本県熊本県熊本県熊本県

長崎県長崎県長崎県長崎県

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 14

20

14

12

16

14

13

179



（1）ネオニコチノイド7種とフィプロニルの国内生産量（1）ネオニコチノイド7種とフィプロニルの国内生産量（1）ネオニコチノイド7種とフィプロニルの国内生産量（1）ネオニコチノイド7種とフィプロニルの国内生産量（単位:　ｔ,kl)

2007年2007年2007年2007年 2008年2008年2008年2008年 2009年2009年2009年2009年 2010年2010年2010年2010年 2011年2011年2011年2011年
アセタミプリド 272.8 324.3 329.2 379.3 440.8
イミダクロプリド ― ― ― ― ―
クロチアニジン 126.9 248.4 251.9 241.3 297.9
ジノテフラン ― ― 269.0 269.0 351.1
チアクロプリド ― ― ― ― ―
チアメトキサム ― ― ― ― ―
ニテンピラム ― ― ― ― ―
フィプロニル ― ― ― ― ―

(2)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸出量(2)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸出量(2)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸出量(2)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸出量（単位:　ｔ,kl)

2007年2007年2007年2007年 2008年2008年2008年2008年 2009年2009年2009年2009年 2010年2010年2010年2010年 2011年2011年2011年2011年
アセタミプリド 168.0 198.7 127.4 148.7 296.2
イミダクロプリド ― ― ― ― ―
クロチアニジン 94.4 86.3 87.1 108.8 195.3
ジノテフラン 76.0 96.0 110.4 168.6 140.1
チアクロプリド ― ― ― ― ―
チアメトキサム ― ― ― ― ―
ニテンピラム ― ― ― ― ―
フィプロニル ― ― ― ― ―

(3)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸入量(3)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸入量(3)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸入量(3)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの輸入量（単位:　ｔ,kl)

2007年2007年2007年2007年 2008年2008年2008年2008年 2009年2009年2009年2009年 2010年2010年2010年2010年 2011年2011年2011年2011年
アセタミプリド ― ― ― ― ―
イミダクロプリド 119.0 116.5 130.0 70.0 113.0
クロチアニジン ― ― ― ― ―
ジノテフラン ― ― ― ― ―
チアクロプリド 23.0 35.6 12.6 22.4 13.6
チアメトキサム 25.0 14.1 36.0 46.0 20.2
ニテンピラム ― ― ― 32.0 8.0
フィプロニル 38.5 52.7 50.2 58.9 45.0

(4)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの推定国内流通量(4)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの推定国内流通量(4)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの推定国内流通量(4)ネオニコチノイド7種とフィプロニルの推定国内流通量（単位:　ｔ,kl)

〔「農薬原体生産数量」または「農薬種類別輸入数量」〕－〔農薬種類別輸出数量〕=推定国内流通量

2007年2007年2007年2007年 2008年2008年2008年2008年 2009年2009年2009年2009年 2010年2010年2010年2010年 2011年2011年2011年2011年
アセタミプリド 104.8 125.6 201.8 230.6 144.6
イミダクロプリド 119.0 116.5 130.0 70.0 113.0
クロチアニジン 32.5 162.1 164.8 132.5 102.6
ジノテフラン ― ― 158.6 100.4 211.0
チアクロプリド 23.0 35.6 12.6 22.4 13.6
チアメトキサム 25.0 14.1 36.0 46.0 20.2
ニテンピラム ― ― ― 32.0 8.0
フィプロニル 38.5 52.7 50.2 58.9 45.0

3.生産・輸出・輸入別に見るネオニコチノイド系農薬
登録農薬のうち、ネオニコチノイド7種とフィプロニルの国内生産量、輸出量、輸入量、推定
国内流通量（2007～2010年）。

 出典：一般社団法人日本植物防疫協会「農薬要覧2012」「農薬要覧2010」

データ算出方法：一般社団法人日本植物防疫協会「農薬要覧2012」「農薬要覧2010」のデータから
下記の方法で算出。
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4.4.4.4. 原体別に見るネオニコチノイド系農薬（残留基準値ほか）原体別に見るネオニコチノイド系農薬（残留基準値ほか）原体別に見るネオニコチノイド系農薬（残留基準値ほか）原体別に見るネオニコチノイド系農薬（残留基準値ほか）    

今回の調査で取り上げた農薬には、ネオニコチノイド 7 種（アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、

チアクロプリド、チアメトキサム、ニテンピラム）と、同じく浸透性農薬（根など植物の表面から内部に浸透し、長期間残留

する）であるフィプロニルの計 8 種が、原体（有効成分別の工業製品）として用いられています。 

 

作物や環境への残留基準値は、農薬の商品名ではなく原体別に定められています。これらの基準値は、「農薬取締法」

に基づく登録の際に、基準値を超える残留が生じない使用法や使用回数を算定するために用いられています。 

 

■作物への残留■作物への残留■作物への残留■作物への残留    

［テキスト］ 

「食品衛生法」によって規制されています。2006 年に改定された同法の食品規格により、農薬の残留はポジティブリスト

制（残留基準値を定め、それを超える食品は流通させない制度）によって管理されています。それまでに運用されていた

登録保留基準のほか、外国の基準などを参考に定められた暫定基準値を設定したうえで、食品安全委員会による健康

影響評価によって基準値の更新を随時行っています。下記のサイトでは、原体名によって残留基準値の検索ができま

す。 

 

【参照】公益財団法人 日本食品化学研究振興財団「食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一

覧表」 

http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/search.html 

【参照】食品安全委員会「食品安全総合情報システム 農薬」 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/list?itemCategory=001 

チアクロプリド、ニテンピラム、フィプロニルについては、まだ評価書が公表されていません（2013 年 2 月 25 日現在）。 

 

■水産動植物への残留■水産動植物への残留■水産動植物への残留■水産動植物への残留    

「農薬取締法」に基づく農薬登録の際に、登録保留になる基準値が環境省によって決められています。原体別の基準値

の改定結果は、随時下記サイトで検索できます。 

【参照】環境省「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準について」 

http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html 

クロチアニジン、チアメトキサムについては、まだ評価書が公表されていません（2013 年 2 月 25 日現在）。 

 

■公共水域への飛散・流出による残留■公共水域への飛散・流出による残留■公共水域への飛散・流出による残留■公共水域への飛散・流出による残留    

「農薬取締法」に基づく農薬登録の際に、登録保留になる基準値が環境省によって決められています。原体別の基準値

の改定結果は、随時下記サイトで検索できます。汚染水によって水産動植物の残留基準値が食品衛生法上の残留基準

値を上回ることが予測される場合にも、登録は保留となります。 

【参照】環境省「水質汚濁に係る農薬登録保留基準について」 

http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html 

チアクロプリド、ニテンピラム、フィプロニルについては、まだ評価書が公表されていません（2013 年 2 月 25 日現在）。 

 

■■■■PRTRPRTRPRTRPRTR による環境排出量推計による環境排出量推計による環境排出量推計による環境排出量推計    

環境への有害性が特に懸念される化学物質については、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律」に基づき、当該物質を製造・使用しているメーカーからの環境排出量を申告させ、行政機関が総
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排出量の推計をまとめています。この制度は、PRTR（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排出移動量届

出制度）制度と呼ばれています。 

 

今回調査対象とした物質のうち、フィプロニルのみが PRTR の管理対象物質に相当します。集計結果は下記のサイトで

閲覧できます。 

【参照】環境省「PRTR インフォメーション広場 集計結果」 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/index.html 

 

182




